
（計116社）

株式会社未輝建設 京都府亀岡市 京都府知事許可 (般-2) 第38623号

株式会社キヨテック 大阪府大阪市東住吉区 大阪府知事許可 (般-3) 第137149号

星和工業有限会社 東京都板橋区 東京都知事許可 (般-30) 第131000号

株式会社高津工務店 埼玉県新座市 埼玉県知事許可 (般-4) 第31857号

アルスグリーン株式会社 福岡県北九州市小倉北区 福岡県知事許可 (特-3)(般-3) 第106135号

株式会社マグナムメイドサービス 滋賀県草津市 国土交通大臣許可 (特-3)(般-3) 第23304号

株式会社石信 愛知県愛知郡東郷町 愛知県知事許可 (般-1) 第107184号

美浜興業株式会社 千葉県千葉市中央区 千葉県知事許可 (般-4) 第54504号

株式会社ワイズ企画 佐賀県佐賀市 佐賀県知事許可 (般-30) 第11963号

株式会社セガワ建設 福井県越前市 福井県知事許可 (般-2) 第4336号

株式会社松尾興業 東京都江戸川区 東京都知事許可 (般-2) 第151905号

株式会社Ａ．Ｎ　ＰＡＩＮＴ　ＦＡＣＵＬ

ＴＹ

富山県富山市 富山県知事許可 (般-4) 第15114号

株式会社ＯＳＫ 神奈川県横浜市港南区 神奈川県知事許可 (般-30) 第74352号

吉建工業株式会社 東京都港区 北海道知事許可 (般-30) 第623669号

株式会社響 神奈川県横浜市鶴見区 神奈川県知事許可 (般-3) 第77135号

株式会社祐翔 千葉県成田市 千葉県知事許可 (般-30) 第52816号

日進産業 新潟県新発田市 新潟県知事許可 (般-2) 第44923号

有限会社平山電気 大阪府門真市 大阪府知事許可 (般-4) 第128612号

大藤工業有限会社 神奈川県川崎市高津区 神奈川県知事許可 (般-3) 第038863号

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 東京都千代田区 国土交通大臣許可 (特-2) 第4701号

ハドラスホールディングス株式会社 東京都江東区 千葉県知事許可 (般-29) 第39565号

有限会社菅原工業 埼玉県さいたま市緑区 埼玉県知事許可 (般-30) 第58715号

株式会社丸昌 長野県長野市 長野県知事許可 (般-3) 第18476号

株式会社ケンショウ 大阪府羽曳野市 大阪府知事許可 (般-29) 第120316号

有限会社ワイエス総建 神奈川県横浜市旭区 神奈川県知事許可 (般-2) 第70342号

株式会社キョーエイ 大阪府大阪市北区 大阪府知事許可 (般-3) 第59684号

有限会社高虎工業 千葉県君津市 千葉県知事許可 (般-3) 第31799号

株式会社Ａエンタープライズ 岐阜県不破郡垂井町 岐阜県知事許可 (般-3) 第200885号

南防水工業株式会社 石川県小松市 石川県知事許可 (般-30) 第17936号

西日本鑿泉株式会社 愛媛県四国中央市 愛媛県知事許可 (般-1) 第2853号

ケーティ工業株式会社 岡山県岡山市北区 岡山県知事許可 (特-1) 第18335号

株式会社メタルスタジオ 神奈川県横浜市瀬谷区 神奈川県知事許可 (般-4) 第72560号

株式会社マーブル 東京都大田区 東京都知事許可 (般-30) 第131996号

有限会社誠和建設 埼玉県新座市 埼玉県知事許可 (般-4) 第57382号

株式会社京都商興 京都府久世郡久御山町 京都府知事許可 (般-3) 第34139号

株式会社林興業 愛知県春日井市 愛知県知事許可 (般-1) 第65327号

株式会社西岡建基 広島県広島市安佐南区 広島県知事許可 (般-4) 第40680号
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株式会社キリュー 愛知県名古屋市中川区 愛知県知事許可 (般-3) 第39431号

株式会社サンフジ 静岡県御殿場市 静岡県知事許可 (般-29) 第34826号

有限会社岡田工務店 大阪府摂津市 大阪府知事許可 (般-31) 第122427号

株式会社地原興発 千葉県四街道市 千葉県知事許可 (般-3) 第31877号

名東クリーン防水株式会社 愛知県名古屋市名東区 愛知県知事許可 (般-2) 第38311号

株式会社千建 広島県福山市 広島県知事許可 (般-29) 第36528号

株式会社北祥 北海道旭川市 北海道知事許可 (般-1) 第565379号

ガイズカンパニー株式会社 神奈川県横浜市港北区 神奈川県知事許可 (般-3) 第65809号

有限会社京進建設 広島県広島市安芸区 広島県知事許可 (般-3) 第18330号

有限会社大志産業 宮崎県日向市 宮崎県知事許可 (般-4) 第11589号

東洋スタット株式会社 広島県三原市 国土交通大臣許可 (般-4) 第22409号

有限会社大成住建 岐阜県羽島郡岐南町 岐阜県知事許可 (般-1) 第100612号

株式会社リッジテック 静岡県富士宮市 静岡県知事許可 (般-2) 第31156号

株式会社へむろ鉄工 茨城県小美玉市 茨城県知事許可 (般-2) 第37289号

株式会社山翔 兵庫県尼崎市 国土交通大臣許可 (特-3) 第28164号

株式会社アサヒ建装 神奈川県横浜市保土ケ谷区 神奈川県知事許可 (般-2) 第76693号

株式会社増田工業 神奈川県横浜市港北区 神奈川県知事許可 (般-2) 第88339号

株式会社加治屋 千葉県八千代市 千葉県知事許可 (特-3) 第51468号

有限会社米田建設 福岡県那珂川市 福岡県知事許可 (般-3) 第101252号

大幸建陶株式会社 大阪府高槻市 大阪府知事許可 (般-1) 第14538号

ゼロワン株式会社 神奈川県川崎市高津区 神奈川県知事許可 (般-3) 第48845号

株式会社田畑組 埼玉県さいたま市岩槻区 埼玉県知事許可 (般-4) 第75860号

株式会社雄風商事 大阪府大阪市住之江区 大阪府知事許可 (般-2) 第153446号

株式会社川久保企画 神奈川県横浜市港南区 神奈川県知事許可 (般-4) 第64261号

株式会社加藤工業 大阪府門真市 大阪府知事許可 (般-31) 第140870号

株式会社ＯＷＮＥＲＳ　ＣＬＵＢ 福岡県北九州市八幡西区 福岡県知事許可 (般-1) 第112491号

株式会社並木樹脂 埼玉県春日部市 埼玉県知事許可 (特-2) 第48330号

有限会社オフィスチャンプ 東京都中野区 東京都知事許可 (般-2) 第143205号

株式会社元進工業 大阪府大阪市住吉区 大阪府知事許可 (般-4) 第147399号

エスティ道路株式会社 大阪府堺市 大阪府知事許可 (特-4) 第150515号

株式会社晃栄テック 京都府福知山市 京都府知事許可 (般-3) 第36634号

株式会社ワークス 大阪府大阪市東成区 大阪府知事許可 (般-4) 第158345号

株式会社室戸 愛知県知多市 愛知県知事許可 (般-4) 第68994号

タクミ建設株式会社 青森県八戸市 青森県知事許可 (般-2) 第300536号

株式会社ビー・サポート 東京都台東区 東京都知事許可 (般-2) 第150186号

興南工業株式会社 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県知事許可 (特-31) 第14864号

株式会社夏川塗装工業 岡山県倉敷市 岡山県知事許可 (般-3) 第19215号

森田工業株式会社 滋賀県彦根市 滋賀県知事許可 (般-3) 第51817号

株式会社ヒラテツ 三重県四日市市 三重県知事許可 (般-30) 第21782号



有限会社日豊 大分県中津市 大分県知事許可 (般-3) 第13330号

株式会社伍国開発 東京都狛江市 東京都知事許可 (般-4) 第155371号

手嶋断熱工業株式会社 山口県岩国市 山口県知事許可 (般-4) 第21404号

株式会社ナガサワ 埼玉県幸手市 埼玉県知事許可 (般-3) 第74400号

株式会社古家一塗装工業 兵庫県尼崎市 兵庫県知事許可 (般-2) 第219898号

橋本建創株式会社 神奈川県横浜市金沢区 神奈川県知事許可 (般-1) 第086601号

日本ルフト株式会社 群馬県太田市 群馬県知事許可 (般-1) 第23330号

有限会社トモダ 長野県岡谷市 長野県知事許可 (特-2)(般-2) 第17868号

双葉工業株式会社 福岡県福岡市博多区 福岡県知事許可 (特-3) 第58478号

有限会社菱栄工業 香川県丸亀市 香川県知事許可 (般-30) 第8195号

株式会社電業社 宮城県石巻市 宮城県知事許可 (般-1) 第15437号

株式会社賢龍設備 埼玉県八潮市 埼玉県知事許可 (般-2) 第73756号

株式会社共信興業 茨城県高萩市 茨城県知事許可 (般-30) 第034209号

フェイスジャパン株式会社 東京都台東区 東京都知事許可 (般-3) 第154370号

川野工業株式会社 千葉県市原市 千葉県知事許可 (般-30) 第41512号

株式会社水正工業 岡山県岡山市中区 国土交通大臣許可 (般-2) 第023778号

株式会社セイコー 埼玉県さいたま市桜区 埼玉県知事許可 (般-2) 第64713号

有限会社新山建設 山口県大島郡周防大島町 山口県知事許可 (特-30) 第11430号

有限会社藤井組 香川県善通寺市 香川県知事許可 (般-1) 第3977号

株式会社アクシス 静岡県伊東市 静岡県知事許可 (般-1) 第39795号

有限会社タイコー 岡山県倉敷市 兵庫県知事許可 (般-3) 第217482号

株式会社大沼建設 埼玉県北足立郡伊奈町 埼玉県知事許可 (般-2) 第74161号

株式会社安達組 福岡県うきは市 福岡県知事許可 (特-30) 第65109号

株式会社プロステル 静岡県裾野市 静岡県知事許可 (般-3) 第40632号

株式会社南立 福岡県北九州市八幡東区 福岡県知事許可 (般-3) 第53325号

河窪建設株式会社 愛媛県松山市 愛媛県知事許可 (特-3)(般-3) 第2346号

信越スペースシステム株式会社 新潟県十日町市 新潟県知事許可 (般-4) 第44006号

姫野テクノス株式会社 愛知県愛知郡東郷町 愛知県知事許可 (般-2) 第73237号

株式会社ワイツー産業 福井県大野市 福井県知事許可 (般-4) 第11679号

株式会社コウユウー建設 東京都江戸川区 東京都知事許可 (般-3) 第104007号

株式会社Ｍｐｒｏｊｅｃｔ 愛知県西尾市 愛知県知事許可 (般-1) 第75353号

株式会社ＳＥＮ　ＴＥＣ 大阪府堺市西区 大阪府知事許可 (般-2) 第153907号

株式会社エイコー 神奈川県横浜市中区 神奈川県知事許可 (般-3) 第71775号

岡本工業有限会社 徳島県板野郡上板町 徳島県知事許可 (般-2) 第7555号

新光株式会社 群馬県藤岡市 群馬県知事許可 (般-3) 第23643号

興右株式会社 神奈川県大和市 神奈川県知事許可 (般-29) 第67431号

有限会社木村鉄筋工業 北海道石狩市 北海道知事許可 (般-3) 第719209号

株式会社リノベーション鹿児島 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県知事許可 (般-4) 第17182号

株式会社亀山鉄筋工業 東京都八王子市 東京都知事許可 (般-2) 第143892号



株式会社徳丸興業 埼玉県さいたま市北区 埼玉県知事許可 (般-29) 第66844号


