
（計77社）
株式会社尾龍建設 兵庫県西脇市 兵庫県知事許可 (特-2)(般-2) 第353235号

有限会社福森工業 三重県四日市市 三重県知事許可 (特-29) 第21020号

有限会社小林プルーフ 長野県長野市 長野県知事許可 (般-4) 第25406号

株式会社アスフィード 神奈川県横浜市鶴見区 神奈川県知事許可 (般-1) 第86895号

本間建設株式会社 香川県仲多度郡多度津町 香川県知事許可 (般-1) 第3595号

株式会社ＷＩＮＤＳ 茨城県筑西市 茨城県知事許可 (般-1) 第34469号

株式会社上東建設 福岡県福岡市東区 福岡県知事許可 (般-30) 第71446号

積和建設近畿株式会社 京都府京都市下京区 国土交通大臣許可 (特-3)(般-3) 第24032号

北九州デリバリーサービス株式会社 福岡県北九州市小倉北区 福岡県知事許可 (般-2) 第105500号

株式会社サンフォレスト 愛知県日進市 愛知県知事許可 (般-3) 第74164号

田中建設有限会社 静岡県磐田市 静岡県知事許可 (般-4) 第40900号

株式会社シンコウファーネス 兵庫県尼崎市 兵庫県知事許可 (般-3) 第219144号

シティロード株式会社 東京都品川区 東京都知事許可 (特-3) 第77079号

祥和株式会社 千葉県佐倉市 千葉県知事許可 (般-4) 第55550号

株式会社江口工務店 宮崎県都城市 宮崎県知事許可 (般-3) 第13573号

三友株式会社 埼玉県草加市 埼玉県知事許可 (般-29) 第71349号

株式会社東京配電サービス 東京都江戸川区 千葉県知事許可 (般-29) 第29364号

株式会社酒井工業所 神奈川県横須賀市 神奈川県知事許可 (般-29) 第40513号

有限会社神田橋工業 埼玉県入間郡三芳町 埼玉県知事許可 (般-2) 第34189号

株式会社根崎工務店 茨城県行方市 茨城県知事許可 (特-4)(般-4) 第10025号

多田設備株式会社 香川県高松市 香川県知事許可 (般-29) 第1876号

株式会社ＭＩＹＡＺＡＫＩ 広島県福山市 広島県知事許可 (般-30) 第38873号

リワーク株式会社 大阪府大阪市住之江区 大阪府知事許可 (般-1) 第153225号

有限会社フルエ 愛知県愛西市 愛知県知事許可 (般-30) 第56915号

株式会社タニモト 香川県高松市 香川県知事許可 (特-3)(般-3) 第7978号

株式会社井手解体実業 佐賀県佐賀市 佐賀県知事許可 (特-2) 第10991号

株式会社ブルーピクト 福島県いわき市 福島県知事許可 (般-29) 第31726号

株式会社菰田建設 愛知県田原市 国土交通大臣許可 (特-30)(般-30) 第24582号

有限会社海政工業 静岡県伊東市 静岡県知事許可 (般-1) 第37936号

殿本設備工業株式会社 三重県松阪市 三重県知事許可 (般-2) 第13722号

株式会社大徳産業 大分県豊後大野市 大分県知事許可 (般-3) 第10589号

有限会社宮内解体工業所 埼玉県川口市 埼玉県知事許可 (般-29) 第3177号

有限会社フルサワ建材 茨城県稲敷市 茨城県知事許可 (般-3) 第35565号

株式会社大振建設工業 大分県豊後大野市 大分県知事許可 (般-1) 第12970号

有限会社古屋組 大阪府大阪市住吉区 大阪府知事許可 (特-3) 第124947号

有限会社富士建材 千葉県八街市 千葉県知事許可 (般-3) 第35713号

有限会社四島組 福岡県福岡市東区 福岡県知事許可 (般-3) 第101533号

株式会社ＳｔｅｐＵｐ 神奈川県相模原市南区 神奈川県知事許可 (般-29) 第84477号

株式会社ダイトウ 大阪府交野市 大阪府知事許可 (般-29) 第148797号
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大成工業合同会社 山口県周南市 山口県知事許可 (般-2) 第22465号

株式会社ＢｒａｉｎＦｏｒｅｓｔ 愛知県春日井市 愛知県知事許可 (般-1) 第73585号

松建 愛知県尾張旭市 愛知県知事許可 (般-29) 第73677号

株式会社杉本組 東京都武蔵村山市 東京都知事許可 (般-3) 第62639号

株式会社ホープフルコーポレーション 山梨県甲府市 山梨県知事許可 (般-30) 第10209号

ＳＨヒロセ 滋賀県彦根市 滋賀県知事許可 (般-1) 第52070号

プロメント設備株式会社 東京都千代田区 東京都知事許可 (般-29) 第147077号

株式会社嘉功 愛知県あま市 愛知県知事許可 (般-30) 第67565号

日東化建株式会社 大阪府大阪市住吉区 大阪府知事許可 (特-1) 第145149号

有限会社山崎瓦店 千葉県市原市 千葉県知事許可 (般-3) 第51027号

株式会社ライフタップ 愛知県名古屋市守山区 愛知県知事許可 (般-30) 第65943号

三洋コンクリート工業株式会社 千葉県山武郡九十九里町 千葉県知事許可 (般-1) 第49345号

八光建設工業株式会社 広島県広島市東区 国土交通大臣許可 (特-29)(般-29) 第4606号

株式会社高見工務店 埼玉県川越市 埼玉県知事許可 (般-2) 第59704号

有限会社久保興建 埼玉県戸田市 埼玉県知事許可 (般-2) 第73900号

株式会社あおぞらコーポレーション 沖縄県中頭郡中城村 沖縄県知事許可 (般-2) 第12655号

株式会社信和テック 佐賀県唐津市 佐賀県知事許可 (般-1) 第11740号

株式会社シー・エス・ビルド 千葉県千葉市稲毛区 千葉県知事許可 (般-3) 第55013号

近畿セキスイハイム施工株式会社 奈良県奈良市 奈良県知事許可 (般-2) 第15917号

株式会社アイネックス 神奈川県厚木市 神奈川県知事許可 (般-30) 第74281号

有限会社スタントレーディング 香川県木田郡三木町 香川県知事許可 (般-30) 第8504号

有限会社芳野工務店 岡山県岡山市東区 岡山県知事許可 (般-3) 第14763号

有限会社義光工業 埼玉県さいたま市南区 埼玉県知事許可 (般-3) 第65829号

株式会社和泉組 神奈川県横浜市西区 神奈川県知事許可 (般-3) 第77819号

株式会社聖和 広島県尾道市 広島県知事許可 (般-2) 第35273号

日本アルファー工業株式会社 広島県庄原市 広島県知事許可 (般-1) 第20484号

大松工業 埼玉県蓮田市 埼玉県知事許可 (般-3) 第74767号

株式会社琉進 神奈川県横浜市都筑区 神奈川県知事許可 (般-3) 第82522号

株式会社早馬鋼業 岐阜県羽島市 岐阜県知事許可 (般-3) 第103125号

株式会社日興ビルド 奈良県葛城市 奈良県知事許可 (般-30) 第16394号

令和工務店株式会社 東京都板橋区 東京都知事許可 (般-3) 第154582号

寿鉄筋 愛知県蒲郡市 愛知県知事許可 (般-29) 第66613号

株式会社ＳＭＡＲＴ　ＢＲＡＩＮ 群馬県安中市 群馬県知事許可 (般-4) 第25418号

株式会社ＮＡＫＡＮＯ 大阪府大阪市鶴見区 大阪府知事許可 (般-2) 第148052号

株式会社グランド・ユニオン 東京都江戸川区 東京都知事許可 (般-3) 第146148号

ＭＥＤ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ

株式会社

東京都港区 東京都知事許可 (般-29) 第138658号

ソーアイ造園株式会社 静岡県静岡市駿河区 静岡県知事許可 (般-1) 第18417号

株式会社永浩建設 岐阜県岐阜市 岐阜県知事許可 (般-1) 第103561号


