
（計72社）
有限会社サンエー技研 千葉県我孫子市 千葉県知事許可 (般-1) 第41955号

鈴木工業株式会社 愛知県豊田市 愛知県知事許可 (般-2) 第71438号

株式会社明和 兵庫県川西市 兵庫県知事許可 (般-3) 第302199号

株式会社ライフスタイル 神奈川県横浜市 神奈川県知事許可 (般-4) 第89582号

株式会社アイディ建設 埼玉県越谷市 埼玉県知事許可 (般-4) 第063505号

藤井興業株式会社 北海道小樽市 北海道知事許可 (般-30) 第542001号

株式会社ＩＷＣ 広島県福山市 広島県知事許可 (般-3) 第40352号

株式会社橘技建工業 東京都足立区 東京都知事許可 (般-2) 第112969号

内川工業株式会社 静岡県静岡市 静岡県知事許可 (特-2)(般-2) 第11007号

有限会社創広電気商会 福岡県柳川市 福岡県知事許可 (特-4) 第15250号

株式会社豊クリエイト 愛知県名古屋市 愛知県知事許可 (般-4) 第108667号

株式会社オーテック 静岡県静岡市 静岡県知事許可 (般-4) 第31925号

有限会社今関工業 埼玉県さいたま市 埼玉県知事許可 (般-2) 第65291号

有限会社イシケン 愛知県半田市 愛知県知事許可 (般-30) 第53710号

株式会社アールテック 岡山県岡山市 岡山県知事許可 (般-4) 第25358号

株式会社大崎産業 新潟県新潟市 国土交通大臣許可 (般-4) 第24630号

株式会社共栄店舗 広島県福山市 広島県知事許可 (特-2) 第6310号

有限会社安泰工業 広島県福山市 広島県知事許可 (般-4) 第31498号

株式会社シーイーワークス 石川県白山市 石川県知事許可 (般-30) 第18815号

有限会社ムレギ・ストーン 香川県高松市 香川県知事許可 (般-4) 第10010号

有限会社池川道路 北海道帯広市 北海道知事許可 (般-1) 第621658号

向井興業有限会社 広島県尾道市 広島県知事許可 (般-30) 第29265号

株式会社トゴエ板金 愛知県名古屋市 愛知県知事許可 (般-2) 第107686号

北成建設株式会社 埼玉県所沢市 埼玉県知事許可 (般-4) 第53021号

泰成緑栄株式会社 千葉県大網白里市 千葉県知事許可 (般-４) 第25716号

株式会社トラストリング 静岡県磐田市 静岡県知事許可 (般-１) 第039393号

株式会社木稲産業 福岡県久留米市 福岡県知事許可 (般-4) 第115121号

株式会社令和フォレスト 岐阜県各務原市 岐阜県知事許可 (般-1) 第103653号

有限会社タナベ興建 千葉県鎌ケ谷市 国土交通大臣許可 (般-2) 第28026号

有限会社新成建装 京都府宇治市 京都府知事許可 (般-1) 第33850号

株式会社クリエイティブ・コネクト・エ

キスパート

宮城県仙台市 宮城県知事許可 (般-4) 第15335号

株式会社ＳＥＩＺＡＮ 神奈川県川崎市 神奈川知事許可 (般-30) 第85160号

株式会社広和技研 群馬県前橋市 群馬県知事許可 (般-4) 第18412号

アイジーエー株式会社 埼玉県東松山市 埼玉県知事許可 (般-1) 第072911号

株式会社ビーエルビルド 神奈川県高座郡寒川町 神奈川県知事許可 (般-3) 第88536号

株式会社三春情報センター 神奈川県横浜市 神奈川県知事許可 (般-2) 第081971号

株式会社アイエスイー 千葉県成田市 千葉県知事許可 (般-2) 第50119号

株式会社創和工業 北海道札幌市 北海道知事許可 (般-2) 第713396号
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株式会社あさぎり開発 兵庫県明石市 兵庫県知事許可 (般-2) 第408083号

株式会社槻岡 群馬県前橋市 群馬県知事許可 (般-4) 第23918号

株式会社河建 京都府京都市 京都府知事許可 (般-2) 第040383号

株式会社ＪＳＩ 三重県津市 三重県知事許可 (般-4) 第15840号

株式会社ティエスケイ 神奈川県横須賀市 神奈川県知事許可 (般-１) 第86385号

プラスエス．ｉｎｄ株式会社 広島県東広島市 広島県知事許可 (般-3) 第40106号

株式会社ムラコー 大阪府東大阪市 大阪府知事許可 (般-2) 第142981号

有限会社真忠工業 愛知県東海市 愛知県知事許可 (般-30) 第63242号

ＴＳＣアート株式会社 香川県善通寺市 香川県知事許可 (般-30) 第8799号

大豊工業株式会社 愛知県大府市 愛知県知事許可 (般-1) 第10463号

大幸建設株式会社 石川県河北郡津幡町 国土交通大臣許可 (特-3) 第26600号

松建 富山県富山市 富山県知事許可 (般-4) 第16869号

株式会社ダンクバンズ 群馬県高崎市 群馬県知事許可 (般-3) 第024102号

合同会社若竹 東京都大田区 東京都知事許可 (般-4) 第156092号

伸和リンク株式会社 兵庫県高砂市 兵庫県知事許可 (般-30) 第407288号

株式会社尚楠 福島県郡山市 国土交通大臣許可 (特-3) 第26605号

株式会社広成 奈良県奈良市 奈良県知事許可 (特-3)(般-3) 第9824号

有限会社善啓工業 熊本県合志市 熊本県知事許可 (般-2) 第12026号

松元工業株式会社 京都府城陽市 京都府知事許可 (般-1) 第32166号

仁藤塗装有限会社 東京都江東区 東京都知事許可 (般-2) 第144074号

有限会社京阪サービス 大阪府東大阪市 大阪府知事許可 (般-4) 第157818号

日本住環境設備株式会社 埼玉県吉川市 埼玉県知事許可 (特-1)(般-1) 第67611号

Ｓ＆Ｓ ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社 東京都日野市 東京都知事許可 (般-2) 第144099号

株式会社関海事工業所 兵庫県淡路市 兵庫県知事許可 (特-3) 第800207号

テクノハーツ株式会社 千葉県市川市 千葉県知事許可 (般-3) 第51229号

株式会社江守興業 埼玉県行田市 埼玉県知事許可 (般-4) 第75804号

木村建設工業株式会社 兵庫県神戸市 兵庫県知事許可 (般-2) 第105625号

アズ建設株式会社 岐阜県関市 岐阜県知事許可 (般-30) 第350324号

株式会社エステック 静岡県掛川市 静岡県知事許可 (般-3) 第040651号

日本空調株式会社 千葉県野田市 千葉県知事許可 (般-2) 第53981号

有限会社ダイチ建設 徳島県徳島市 徳島県知事許可 (般-3) 第5979号

大富建設株式会社 京都府京都市 京都府知事許可 (般-2) 第29387号

株式会社中川開発 岡山県玉野市 岡山県知事許可 (般-2) 第26112号

ヤワタ工業株式会社 群馬県高崎市 群馬県知事許可 (般-3) 第12589号


