
（計87社）

株式会社中尾工務店 神奈川県川崎市麻生区 神奈川県知事許可 (般-3) 第44082号

株式会社三和商会 愛知県春日井市 愛知県知事許可 (般-3) 第73392号

株式会社エオネックス 石川県金沢市 石川県知事許可 (特-3) 第1415号

株式会社光和建設 千葉県柏市 千葉県知事許可 (般-1) 第49777号

荒井工業 栃木県宇都宮市 栃木県知事許可 (般-3) 第26559号

株式会社彩輝 福島県双葉郡楢葉町 福島県知事許可 (特-3)(般-3) 第6915号

株式会社コクボノベルティ 東京都台東区 東京都知事許可 (特-2)(般-2) 第110549号

株式会社北栄総業 新潟県魚沼市 新潟県知事許可 (般-1) 第43575号

有限会社川崎鉄筋工業 岡山県赤磐市 岡山県知事許可 (般-30) 第21586号

株式会社山田技建 熊本県菊池郡菊陽町 熊本県知事許可 (般-2) 第19066号

株式会社ＲＩＮＫ 愛媛県松山市 愛媛県知事許可 (般-30) 第18235号

株式会社ケイブリッジ 神奈川県大和市 神奈川県知事許可 (般-1) 第75148号

株式会社日双工建 東京都豊島区 東京都知事許可 (般-29) 第148372号

株式会社和興建設 栃木県真岡市 栃木県知事許可 (特-3)(般-3) 第14466号

株式会社達美建設 愛知県みよし市 愛知県知事許可 (般-30) 第73038号

サンビーム株式会社 神奈川県相模原市南区 神奈川県知事許可 (般-1) 第86676号

有限会社上舞築炉工業所 兵庫県尼崎市 兵庫県知事許可 (般-3) 第217427号

狩野タイル工業株式会社 東京都調布市 東京都知事許可 (般-4) 第2554号

株式会社五二丸設業 千葉県千葉市若葉区 千葉県知事許可 (般-4) 第44123号

有限会社平野工業 神奈川県横浜市鶴見区 神奈川県知事許可 (般-30) 第61748号

株式会社山下 愛知県名古屋市瑞穂区 愛知県知事許可 (般-2) 第38490号

株式会社アクアホーム 東京都武蔵野市 東京都知事許可 (特-3)(般-3) 第141508号

イデアＳ．Ｃ株式会社 大阪府大阪市北区 大阪府知事許可 (般-3) 第155912号

新翔工業株式会社 北海道札幌市東区 北海道知事許可 (般-2) 第723924号

株式会社山本工業 北海道函館市 北海道知事許可 (般-1) 第524642号

株式会社武末鉄工所 福岡県柳川市 福岡県知事許可 (般-4) 第82051号

サトウ企画株式会社 東京都八王子市 東京都知事許可 (般-3) 第137222号

株式会社上西総業 奈良県橿原市 奈良県知事許可 (般-30) 第17363号

株式会社伊藤総業 岡山県岡山市北区 岡山県知事許可 (般-4) 第26585号

株式会社ウィルルーフサービス 大阪府茨木市 大阪府知事許可 (般-30) 第149703号

株式会社光進工業 富山県富山市 富山県知事許可 (般-3) 第11078号

株式会社ＩＳＭ 大阪府吹田市 大阪府知事許可 (般-4) 第149875号

アイホー建装 愛知県豊田市 愛知県知事許可 (般-30) 第71013号

加藤鉄筋有限会社 山口県下関市 山口県知事許可 (般-3) 第12135号

株式会社ＳＥＩＧＡ 群馬県伊勢崎市 群馬県知事許可 (般-4) 第24183号

北海道Ｇクリフ株式会社 北海道札幌市南区 北海道知事許可 (般-1) 第720260号

株式会社池田興業 山形県東田川郡庄内町 山形県知事許可 (般-30) 第701929号

有限会社武田鉄骨 長崎県南島原市 長崎県知事許可 (般-3) 第9134号
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株式会社斉藤工務店 北海道札幌市北区 北海道知事許可 (般-3) 第722400号

株式会社Ａ－ＲＯＡＤ 鹿児島県日置市 鹿児島県知事許可 (般-1) 第16622号

株式会社巴カンパニー 福井県勝山市 福井県知事許可 (般-2) 第11370号

株式会社大勝技建 東京都豊島区 東京都知事許可 (般-2) 第134756号

株式会社Ｉｎｔｅｒｉｏｒ ＭＳＧ 千葉県千葉市稲毛区 千葉県知事許可 (般-4) 第55886号

株式会社新輝運輸 福岡県糟屋郡粕屋町 福岡県知事許可 (般-3) 第94997号

株式会社オリエンタルプラン 群馬県高崎市 群馬県知事許可 (般-2) 第22386号

株式会社ホカマ鋼業 石川県野々市市 石川県知事許可 (般-1) 第17964号

有限会社北斗工業 福岡県三井郡大刀洗町 福岡県知事許可 (般-4) 第106738号

有限会社明巨産業 千葉県木更津市 千葉県知事許可 (般-4) 第43872号

株式会社青電社 愛知県名古屋市守山区 愛知県知事許可 (特-3)(般-3) 第1078号

有限会社共成 愛知県豊橋市 愛知県知事許可 (般-4) 第59707号

株式会社藤村海事工業所 三重県四日市市 三重県知事許可 (般-2) 第618号

株式会社齋藤興業 群馬県北群馬郡吉岡町 群馬県知事許可 (般-3) 第23973号

モリタ技建株式会社 岐阜県岐阜市 岐阜県知事許可 (般-1) 第102838号

株式会社一興 大阪府八尾市 大阪府知事許可 (般-30) 第130991号

有限会社小澤建業 千葉県印旛郡栄町 千葉県知事許可 (般-1) 第53448号

株式会社ＫＥＮＹＵ 大阪府大阪市中央区 大阪府知事許可 (般-30) 第140745号

横浜コーティングＰｒｏ．株式会社 神奈川県横浜市中区 国土交通大臣許可 (特-4) 第28537号

株式会社ウエスト総業 兵庫県尼崎市 兵庫県知事許可 (般-2) 第219993号

株式会社エーケー・テクノ 埼玉県川口市 埼玉県知事許可 (般-2) 第73569号

サステナブルエナジー株式会社 東京都港区 東京都知事許可 (特-4) 第155891号

熊本不二コンクリート工業株式会社 熊本県菊池市 熊本県知事許可 (般-29) 第17415号

株式会社鈴木鉄筋工業所 茨城県筑西市 茨城県知事許可 (般-2) 第37131号

株式会社小保方建鐵工業 東京都江戸川区 東京都知事許可 (般-3) 第137382号

有限会社アーク 大阪府大阪市淀川区 大阪府知事許可 (般-3) 第146758号

株式会社ユニット 石川県野々市市 石川県知事許可 (般-29) 第18715号

有限会社Ｔ・Ｐ・Ｃ 茨城県結城郡八千代町 茨城県知事許可 (般-2) 第37051号

五德建設株式会社 福岡県北九州市八幡西区 福岡県知事許可 (般-30) 第111837号

株式会社シンザン 熊本県上益城郡甲佐町 熊本県知事許可 (般-1) 第14695号

株式会社丸井工業 千葉県千葉市若葉区 千葉県知事許可 (般-3) 第50697号

株式会社有尾建設 宮崎県小林市 宮崎県知事許可 (般-3) 第14213号

創工パネルシステム株式会社 大阪府門真市 大阪府知事許可 (般-29) 第138531号

株式会社誠建設 大分県大分市 国土交通大臣許可 (般-3) 第28392号

株式会社明正建設 千葉県印西市 千葉県知事許可 (特-3) 第041897号

カタヤマ工営株式会社 東京都八王子市 東京都知事許可 (特-1) 第65007号

株式会社嶺岡 神奈川県藤沢市 神奈川県知事許可 (般-4) 第78603号

株式会社大安組 京都府京都市左京区 京都府知事許可 (特-29) 第18019号

有限会社桜技研 岡山県笠岡市 岡山県知事許可 (般-30) 第21596号



株式会社平真塗装工業 沖縄県宜野湾市 沖縄県知事許可 (般-1) 第12703号

有限会社アリスト 石川県金沢市 石川県知事許可 (般-4) 第13672号

株式会社ＵＭＥＤＡ　ＴＥＫＫＩＮ 京都府京都市山科区 京都府知事許可 (般-1) 第38547号

株式会社ミヤビ工業 福岡県福岡市東区 福岡県知事許可 (般-30) 第104462号

株式会社佐々木建工 埼玉県八潮市 埼玉県知事許可 (般-1) 第73053号

株式会社インテックス 岡山県岡山市北区 岡山県知事許可 (特-3) 第20501号

株式会社網中工業所 東京都江東区 東京都知事許可 (般-4) 第106180号

株式会社楓和工業 三重県四日市市 三重県知事許可 (般-30) 第21423号

株式会社松大 兵庫県神戸市西区 兵庫県知事許可 (般-3) 第117163号

株式会社宮地興業 東京都八王子市 東京都知事許可 (般-1) 第142439号


