
（計66社）

株式会社野々山ハウジング設備 愛知県名古屋市千種区 愛知県知事許可 (般-3) 第869号

有限会社ＭＫサービス 埼玉県新座市 埼玉県知事許可 (般-4) 第70555号

有限会社福盛工業 宮崎県都城市 宮崎県知事許可 (般-1) 第12603号

有限会社仲鉄筋 福岡県京都郡苅田町 福岡県知事許可 (般-1) 第85153号

株式会社イージェック 埼玉県さいたま市北区 埼玉県知事許可 (般-3) 第65467号

株式会社ミック 千葉県船橋市 千葉県知事許可 (般-29) 第15217号

リーフ株式会社 岐阜県関市 岐阜県知事許可 (般-3) 第350451号

株式会社甲斐設備工業 埼玉県越谷市 埼玉県知事許可 (般-29) 第71295号

鴨居建設株式会社 神奈川県横須賀市 神奈川県知事許可 (般-3) 第66187号

株式会社リンカン開発 千葉県千葉市稲毛区 千葉県知事許可 (特-1)(般-1) 第53752号

株式会社ケーユーテック 大阪府大阪市旭区 大阪府知事許可 (般-3) 第127390号

株式会社ＳＤテクノサービス 千葉県千葉市中央区 千葉県知事許可 (般-30) 第48618号

高砂プラント株式会社 兵庫県加古郡稲美町 兵庫県知事許可 (般-30) 第407341号

有限会社三友 千葉県浦安市 千葉県知事許可 (般-2) 第38897号

株式会社西村工業 熊本県熊本市東区 熊本県知事許可 (般-2) 第19051号

加藤板金工業株式会社 愛媛県西条市 愛媛県知事許可 (般-2) 第12085号

株式会社ニシオカ工業 山口県下松市 山口県知事許可 (般-3) 第22786号

株式会社遠州建設 愛知県名古屋市天白区 愛知県知事許可 (般-3) 第106081号

株式会社池上工業 神奈川県藤沢市 神奈川県知事許可 (般-1) 第75626号

カレンフジ株式会社 静岡県富士市 国土交通大臣許可 (般-3) 第28214号

有限会社茂木組 北海道旭川市 北海道知事許可 (般-2) 第564932号

株式会社ハヤシコーポレーション 三重県松阪市 三重県知事許可 (特-4)(般-4) 第15024号

株式会社ホウダイ 大分県大分市 大分県知事許可 (般-30) 第14432号

株式会社建心 宮崎県宮崎市 宮崎県知事許可 (般-30) 第12522号

株式会社新興 滋賀県草津市 滋賀県知事許可 (特-3) 第22635号

清高建設株式会社 京都府京都市伏見区 京都府知事許可 (般-29) 第25154号

株式会社蔦谷鋼業 東京都立川市 東京都知事許可 (般-3) 第145433号

株式会社横須賀総業 千葉県浦安市 千葉県知事許可 (般-30) 第45153号

株式会社太飛 愛知県豊川市 愛知県知事許可 (般-30) 第59774号

トモノ工業株式会社 埼玉県上尾市 埼玉県知事許可 (般-1) 第68133号

株式会社エルニード東北 宮城県仙台市太白区 宮城県知事許可 (般-3) 第17857号

有限会社エス・ケイ開発 石川県白山市 石川県知事許可 (般-3) 第16302号

有限会社村山総業 新潟県新潟市江南区 新潟県知事許可 (般-3) 第42211号

株式会社ＴＯＨＯ 広島県福山市 広島県知事許可 (般-3) 第38845号

株式会社秀光ビルド 石川県加賀市 国土交通大臣許可 (般-3) 第21945号

株式会社フジテクノ 長崎県長崎市 長崎県知事許可 (般-2) 第13905号

株式会社小山金属 埼玉県川口市 埼玉県知事許可 (般-2) 第74008号

伊藤軽天工業株式会社 三重県津市 三重県知事許可 (般-1) 第15833号
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有限会社デモリッションフクブル 徳島県徳島市 徳島県知事許可 (般-31) 第7589号

大分プラント工業株式会社 大分県佐伯市 大分県知事許可 (特-2)(般-2) 第9541号

株式会社東城クリエート 茨城県水戸市 茨城県知事許可 (般-2) 第36125号

株式会社鳶藤原組 埼玉県さいたま市北区 埼玉県知事許可 (般-1) 第67989号

有限会社成孝実業 広島県福山市 広島県知事許可 (般-2) 第33423号

有限会社小笠原技建 高知県高知市 高知県知事許可 (般-2) 第7412号

株式会社吉澤工業 新潟県新潟市中央区 新潟県知事許可 (般-4) 第46379号

株式会社豊解体工業 福岡県柳川市 福岡県知事許可 (般-1) 第37216号

修工株式会社 愛知県尾張旭市 愛知県知事許可 (般-31) 第107089号

株式会社龍美建設 東京都足立区 東京都知事許可 (般-3) 第155074号

株式会社マルス 千葉県柏市 千葉県知事許可 (般-29) 第47889号

株式会社桜総合開発 福島県郡山市 福島県知事許可 (般-2) 第33469号

有限会社ウッドライフ中島 宮崎県宮崎市 宮崎県知事許可 (般-30) 第12550号

株式会社プライム下舘工務店 岩手県九戸郡洋野町 岩手県知事許可 (特-30) 第140094号

株式会社本田工業 福島県いわき市 福島県知事許可 (般-29) 第31826号

株式会社小野組 大阪府枚方市 大阪府知事許可 (特-2)(般-2) 第102536号

佐々木工業株式会社 兵庫県神戸市西区 兵庫県知事許可 (般-3) 第117245号

有限会社ミニコンクリートポンプ 岡山県笠岡市 岡山県知事許可 (般-29) 第24087号

Ａｓｓｉｓｔ　Ｔｅｃ株式会社 富山県富山市 富山県知事許可 (般-1) 第16494号

株式会社大志総建 福島県双葉郡広野町 福島県知事許可 (般-2) 第35113号

株式会社剛鉄筋工業 栃木県さくら市 栃木県知事許可 (般-3) 第26446号

株式会社コウケン 埼玉県新座市 埼玉県知事許可 (般-4) 第75439号

大森組 京都府城陽市 京都府知事許可 (般-3) 第41194号

株式会社大沼 沖縄県豊見城市 沖縄県知事許可 (般-2) 第13967号

株式会社西都電建 大阪府守口市 大阪府知事許可 (般-30) 第110187号

株式会社森本設備 大阪府大阪市東住吉区 大阪府知事許可 (般-2) 第134615号

Ｗ・Ｐ建商株式会社 埼玉県朝霞市 埼玉県知事許可 (般-29) 第71314号

有限会社西山興業 兵庫県揖保郡太子町 兵庫県知事許可 (般-3) 第503176号


