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株式会社キタニ 長野県伊那市 長野県知事許可 (般-3) 第19700号

株式会社山河 広島県広島市安佐北区 広島県知事許可 (特-3) 第31463号

株式会社永井塗装 埼玉県川口市 埼玉県知事許可 (般-3) 第48030号

大栄産業株式会社 群馬県前橋市 群馬県知事許可 (般-3) 第21356号

有限会社イング 東京都練馬区 東京都知事許可 (般-4) 第127745号

株式会社緒方開発 熊本県菊池市 熊本県知事許可 (般-30) 第17508号

株式会社エスコン 埼玉県さいたま市緑区 埼玉県知事許可 (般-4) 第75578号

株式会社ワイビーテクノ 茨城県鉾田市 国土交通大臣許可 (般-30) 第25296号

有限会社倉田設備 三重県四日市市 三重県知事許可 (般-2) 第10536号

伊々和工業株式会社 岐阜県岐阜市 岐阜県知事許可 (般-2) 第102973号

有限会社茨城工設 茨城県水戸市 茨城県知事許可 (般-4) 第29977号

西日本ビルド株式会社 山口県岩国市 山口県知事許可 (特-3)(般-3) 第12501号

株式会社アイグリーン 岐阜県中津川市 岐阜県知事許可 (般-30) 第700610号

有限会社福島建設 熊本県八代市 熊本県知事許可 (般-29) 第1118号

株式会社ソウケン 茨城県稲敷郡美浦村 茨城県知事許可 (般-1) 第36419号

株式会社スズキポンプ 神奈川県川崎市高津区 神奈川県知事許可 (般-3) 第88442号

Ｋ，Ｐｉｌｉｎｇ株式会社 福岡県福岡市城南区 福岡県知事許可 (般-3) 第109973号

株式会社ＫＯＴＯＢＵＫＩ 愛知県刈谷市 愛知県知事許可 (般-1) 第69417号

株式会社東北コムテック 山形県西置賜郡小国町 山形県知事許可 (般-4) 第600062号

株式会社ＴＮＫ 佐賀県鳥栖市 佐賀県知事許可 (般-2) 第10935号

大栄開発株式会社 香川県坂出市 香川県知事許可 (般-1) 第5559号

西遠住設株式会社 静岡県浜松市中区 静岡県知事許可 (般-4) 第23218号

株式会社ＴＯＳＨＩ電設工房 香川県高松市 香川県知事許可 (般-3) 第9135号

有限会社フジワラプランニング 岡山県岡山市北区 岡山県知事許可 (般-1) 第24546号

株式会社橋本興業 京都府舞鶴市 京都府知事許可 (般-3) 第39996号

グローイングアプラス株式会社 岡山県岡山市中区 岡山県知事許可 (般-3) 第23876号

株式会社ケーオーハウジング 青森県弘前市 青森県知事許可 (般-2) 第12188号

株式会社ダイワ 三重県いなべ市 国土交通大臣許可 (般-29) 第1924号

株式会社総栄工業 神奈川県横浜市鶴見区 神奈川県知事許可 (般-2) 第81202号

株式会社五大建設足場 宮城県仙台市太白区 宮城県知事許可 (特-3)(般-3) 第18510号

株式会社新垣興業 神奈川県綾瀬市 神奈川県知事許可 (般-2) 第81192号

株式会社サイエー 埼玉県川口市 埼玉県知事許可 (特-29) 第40805号

株式会社ホクリクＰＣ 石川県金沢市 石川県知事許可 (般-2) 第17219号

グローリー工業株式会社 神奈川県横浜市南区 神奈川県知事許可 (般-3) 第82233号

株式会社樹工業 埼玉県春日部市 埼玉県知事許可 (般-1) 第68465号

株式会社丸山工務店 千葉県習志野市 国土交通大臣許可 (特-3)(般-3) 第28354号

株式会社桧家住宅 東京都文京区 国土交通大臣許可 (特-2) 第25932号

株式会社鈴木鉄筋 東京都東久留米市 東京都知事許可 (般-3) 第153837号
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株式会社前田功業 埼玉県川越市 埼玉県知事許可 (般-2) 第74178号

東昇技建株式会社 愛媛県松山市 愛媛県知事許可 (般-30) 第16378号

有限会社エコア浜松 静岡県浜松市中区 静岡県知事許可 (般-30) 第32754号

ジョアライフ株式会社 東京都多摩市 東京都知事許可 (般-31) 第141459号

株式会社花木園 愛知県名古屋市中川区 愛知県知事許可 (般-3) 第37060号

株式会社蔵本組 愛知県名古屋市東区 愛知県知事許可 (般-3) 第110425号

永和建設株式会社 愛知県知立市 愛知県知事許可 (般-2) 第69141号

株式会社橘工業 大阪府東大阪市 大阪府知事許可 (般-30) 第71833号

有限会社川崎鉄筋工業 福岡県糟屋郡志免町 福岡県知事許可 (般-29) 第90597号

有限会社橋本工務店 愛知県名古屋市中川区 愛知県知事許可 (般-29) 第39784号

株式会社松橋工務店 埼玉県新座市 埼玉県知事許可 (般-3) 第48093号

有限会社鳶荒木 千葉県柏市 千葉県知事許可 (般-2) 第54216号

株式会社九建 熊本県山鹿市 熊本県知事許可 (般-3) 第18054号

隆和工業株式会社 東京都杉並区 東京都知事許可 (般-29) 第129123号

小松興業有限会社 熊本県上益城郡益城町 熊本県知事許可 (般-30) 第14432号

有限会社みさき管工 茨城県神栖市 茨城県知事許可 (般-30) 第32201号

株式会社創宝道路 兵庫県宝塚市 兵庫県知事許可 (般-4) 第302742号

株式会社市川工務店 京都府京都市北区 京都府知事許可 (般-30) 第38420号

有限会社永広産業 熊本県熊本市北区 熊本県知事許可 (特-2) 第9334号

株式会社Ｈ＆Ａ 愛知県名古屋市港区 愛知県知事許可 (般-2) 第107626号

有限会社シバタ空調 静岡県浜松市南区 静岡県知事許可 (般-3) 第31577号

有限会社グリーンライフ 千葉県千葉市中央区 千葉県知事許可 (般-1) 第26523号

大隅機設株式会社 神奈川県川崎市川崎区 神奈川県知事許可 (般-2) 第36604号

株式会社Ｔｏｒｕｓ 神奈川県横浜市中区 神奈川県知事許可 (般-3) 第89161号

健康ホーム株式会社 神奈川県横浜市港南区 神奈川県知事許可 (般-29) 第84695号

有限会社Ｍ．Ｐ．Ｍ 東京都世田谷区 東京都知事許可 (般-3) 第145144号

アテックス株式会社 埼玉県北本市 埼玉県知事許可 (般-1) 第64154号

株式会社今村興業 東京都大田区 東京都知事許可 (般-3) 第153670号

株式会社ベストライン 千葉県千葉市稲毛区 千葉県知事許可 (般-3) 第55177号

岡野技建株式会社 愛知県名古屋市港区 愛知県知事許可 (般-31) 第103188号

株式会社石倉工業 大阪府摂津市 国土交通大臣許可 (般-30) 第27091号

カネシン工業 愛知県豊橋市 愛知県知事許可 (般-29) 第79071号

有限会社トミオカ 大阪府東大阪市 大阪府知事許可 (般-3) 第126251号

有限会社須藤組 福島県いわき市 福島県知事許可 (般-2) 第19701号

株式会社ガイアフィールド 神奈川県川崎市高津区 神奈川県知事許可 (特-3)(般-3) 第60274号

株式会社ワイテック 福岡県福岡市西区 福岡県知事許可 (般-3) 第105750号

株式会社清隆建設 大阪府東大阪市 大阪府知事許可 (般-3) 第145309号

有限会社フクヤマ 兵庫県宝塚市 兵庫県知事許可 (般-2) 第214290号


