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株式会社ワイズロック雅 岩手県盛岡市 岩手県知事許可 (般-2) 第21028号

株式会社ＭＣＣ 福島県双葉郡双葉町 国土交通大臣許可 (特-3) 第24354号

株式会社ｅステップ 高知県高知市 高知県知事許可 (般-2) 第9420号

実紀コスミオン株式会社 大阪府大阪市都島区 大阪府知事許可 (特-2)(般-2) 第144371号

有限会社川井建設 茨城県水戸市 茨城県知事許可 (般-3) 第31784号

池上工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町 熊本県知事許可 (般-2) 第17049号

ＴＭＧ株式会社 静岡県磐田市 国土交通大臣許可 (般-3) 第26434号

一富建設株式会社 埼玉県所沢市 埼玉県知事許可 (般-3) 第70372号

ＴＴＢ工業株式会社 岐阜県下呂市 岐阜県知事許可 (般-30) 第800148号

有限会社藤和建窓 埼玉県さいたま市中央区 埼玉県知事許可 (般-1) 第46339号

株式会社四防災 岐阜県瑞浪市 岐阜県知事許可 (般-30) 第600567号

新栄興業株式会社 東京都中野区 東京都知事許可 (特-1)(般-1) 第57510号

株式会社丸石工業 東京都江戸川区 東京都知事許可 (般-1) 第56376号

株式会社Ｋ 東京都国立市 東京都知事許可 (般-2) 第152076号

大森鉄筋工業有限会社 三重県多気郡明和町 三重県知事許可 (般-29) 第1897号

株式会社熊建 東京都豊島区 東京都知事許可 (般-1) 第141137号

株式会社アーステック 神奈川県横浜市瀬谷区 神奈川県知事許可 (般-29) 第84982号

シモダ工業株式会社 長崎県南島原市 長崎県知事許可 (般-1) 第14012号

株式会社光コーポレーション 大阪府大阪市生野区 大阪府知事許可 (特-4) 第135403号

株式会社健星工業 広島県廿日市市 広島県知事許可 (般-29) 第38664号

ファーストウッド株式会社 福井県福井市 東京都知事許可 (般-3) 第154108号

株式会社タツミ 大阪府大阪市西区 大阪府知事許可 (般-2) 第144179号

山根建設株式会社 香川県高松市 香川県知事許可 (特-3) 第7960号

株式会社ＵＮＩＬＥＡＤ 北海道札幌市清田区 北海道知事許可 (般-3) 第724144号

株式会社ＴＨＥ　ＨＯＵＳＥ 大阪府大阪市城東区 大阪府知事許可 (般-3) 第146458号

株式会社新鋭建設 大阪府摂津市 大阪府知事許可 (般-29) 第120821号

横浜総合建設株式会社 神奈川県横浜市戸塚区 神奈川県知事許可 (般-3) 第74720号

株式会社グローアップ 大阪府八尾市 大阪府知事許可 (般-29) 第129309号

株式会社エヌ・シー・ティ 石川県金沢市 石川県知事許可 (般-30) 第16768号

株式会社コーユウ 大阪府高槻市 大阪府知事許可 (特-3)(般-3) 第82337号

株式会社Ｋ'ｓクラフト 福島県郡山市 福島県知事許可 (般-2) 第29664号

有限会社藤資材商工 岡山県津山市 岡山県知事許可 (般-2) 第24879号

株式会社ウサミ産業 北海道苫小牧市 北海道知事許可 (般-3) 第603805号

大安建設株式会社 岐阜県大垣市 岐阜県知事許可 (般-4) 第1592号

株式会社井上組 愛知県新城市 愛知県知事許可 (特-29) 第20395号

株式会社昌絆 福岡県田川市 福岡県知事許可 (般-2) 第108679号

株式会社ＳＹＵＫＩ 福岡県那珂川市 福岡県知事許可 (般-3) 第114358号

有限会社サンワ 兵庫県神戸市西区 兵庫県知事許可 (般-2) 第116972号
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株式会社Ｉ・Ｋ・Ｍ 長崎県長崎市 長崎県知事許可 (般-29) 第13625号

株式会社ＡＲ・サクライ 三重県鈴鹿市 三重県知事許可 (般-3) 第23241号

有限会社平野工業 茨城県行方市 茨城県知事許可 (特-4)(般-4) 第23289号

株式会社大濱組 福岡県福岡市東区 福岡県知事許可 (特-30) 第69003号

株式会社タカミ 三重県津市 三重県知事許可 (特-3)(般-3) 第16076号

株式会社裕栄 千葉県袖ケ浦市 千葉県知事許可 (般-1) 第53717号

株式会社新居鉄筋工業 大阪府大阪市城東区 大阪府知事許可 (般-3) 第156455号

株式会社ファインテクノ 奈良県橿原市 奈良県知事許可 (般-1) 第16604号

清水工業株式会社 大阪府堺市中区 大阪府知事許可 (般-1) 第145825号

株式会社茜興業 兵庫県宝塚市 兵庫県知事許可 (般-2) 第216420号

株式会社ＪＥＳエンジニアリング 東京都墨田区 東京都知事許可 (般-3) 第145965号

株式会社冨永鉄筋 兵庫県神戸市兵庫区 兵庫県知事許可 (般-4) 第117357号

株式会社大林興業 群馬県高崎市 群馬県知事許可 (般-2) 第10490号

株式会社ＨＩＲＯＫＯＵ 大阪府交野市 大阪府知事許可 (般-30) 第149683号

株式会社尾畑興業 東京都練馬区 東京都知事許可 (般-4) 第146842号

青木設備工業株式会社 兵庫県神戸市東灘区 兵庫県知事許可 (般-29) 第117381号

株式会社シオカワ起設 福岡県福岡市南区 福岡県知事許可 (般-1) 第108135号

株式会社坂口鉄筋 岐阜県大垣市 岐阜県知事許可 (般-30) 第201001号

株式会社光 愛知県名古屋市港区 国土交通大臣許可 (特-3) 第21239号

株式会社エスユーピー 千葉県千葉市緑区 千葉県知事許可 (般-29) 第40719号

株式会社新栄設備工業 神奈川県厚木市 神奈川県知事許可 (般-30) 第85893号

アディル株式会社 北海道札幌市白石区 北海道知事許可 (般-3) 第722415号

株式会社ＭＡＩ　ＳＴＥＥＬ 神奈川県藤沢市 神奈川県知事許可 (般-29) 第83939号

株式会社Ｓｔａｎｄａｒｄ 静岡県沼津市 静岡県知事許可 (般-3) 第34295号

有限会社龍プランニング 岡山県都窪郡早島町 岡山県知事許可 (般-29) 第21230号

株式会社重田仮設 神奈川県海老名市 神奈川県知事許可 (般-3) 第85892号

株式会社ショウエイ 大阪府貝塚市 国土交通大臣許可 (般-3) 第28423号

株式会社ＡＫ 神奈川県横浜市港北区 神奈川県知事許可 (般-4) 第83832号

株式会社斉藤商店 岐阜県安八郡神戸町 岐阜県知事許可 (特-1) 第200980号

株式会社氣仙仮設 埼玉県新座市 埼玉県知事許可 (般-4) 第75440号

株式会社荻堂 東京都中野区 東京都知事許可 (般-3) 第154861号

合同会社吉田建設 北海道苫前郡苫前町 北海道知事許可 (般-30) 第570638号

株式会社ニチエイ興商 兵庫県姫路市 兵庫県知事許可 (般-3) 第457209号

リードテック株式会社 山形県山形市 山形県知事許可 (般-3) 第102230号

有限会社小石組 福岡県豊前市 福岡県知事許可 (般-3) 第95447号

株式会社下地技建 愛知県東海市 愛知県知事許可 (般-3) 第68445号

共立株式会社 山口県宇部市 山口県知事許可 (特-3) 第1925号

株式会社Ｈｉｒａｏｋａ 山口県宇部市 山口県知事許可 (般-30) 第17624号

村山建設株式会社 福岡県糟屋郡須恵町 福岡県知事許可 (特-30) 第33473号



有限会社白浜工務店 埼玉県越谷市 埼玉県知事許可 (般-1) 第59032号

有限会社森口設備工業 埼玉県鶴ヶ島市 埼玉県知事許可 (般-3) 第70310号

株式会社ダイシン 岐阜県羽島市 岐阜県知事許可 (般-30) 第102622号

ハヤブサ建設株式会社 埼玉県川口市 埼玉県知事許可 (般-3) 第75149号

有限会社マルヒコ土木 愛知県碧南市 愛知県知事許可 (般-29) 第45607号

株式会社園山設備 広島県広島市安佐南区 広島県知事許可 (般-1) 第39205号

有限会社永峯塗装 茨城県日立市 茨城県知事許可 (般-3) 第15920号

有限会社濱咲組 神奈川県横浜市保土ケ谷区 神奈川県知事許可 (般-1) 第74666号

株式会社アサヒ仮設 岡山県倉敷市 岡山県知事許可 (般-29) 第25487号

伊藤鉄筋株式会社 愛知県小牧市 愛知県知事許可 (般-29) 第65890号

有限会社マツノ 神奈川県横浜市港北区 神奈川県知事許可 (般-29) 第61352号

株式会社恩田ダクト工業 千葉県佐倉市 千葉県知事許可 (般-1) 第53640号

株式会社正栄電設工業 福岡県北九州市小倉北区 福岡県知事許可 (般-3) 第71587号

株式会社栗栖工業 神奈川県川崎市川崎区 神奈川県知事許可 (般-29) 第84191号

有限会社中島工業 岡山県倉敷市 岡山県知事許可 (般-3) 第18717号

株式会社柏眞 神奈川県川崎市高津区 神奈川県知事許可 (般-29) 第35588号

株式会社モリックス・アグロ 大阪府豊中市 大阪府知事許可 (般-1) 第123753号

有限会社濵野工業 福井県敦賀市 福井県知事許可 (般-3) 第11593号


