
（計77社）

株式会社シンソウ 大分県豊後高田市 大分県知事許可 (般-2) 第14596号

有限会社リオン 神奈川県相模原市中央区 神奈川県知事許可 (般-4) 第72394号

有限会社橋本組 三重県三重郡菰野町 三重県知事許可 (般-4) 第22342号

野本工業株式会社 埼玉県さいたま市緑区 埼玉県知事許可 (般-2) 第007168号

株式会社水楽 千葉県四街道市 千葉県知事許可 (般-2) 第54453号

有限会社塚田工務店 茨城県筑西市 茨城県知事許可 (般-30) 第30681号

サクセス産業柏崎株式会社 新潟県柏崎市 新潟県知事許可 (般-4) 第19090号

有限会社大黒産業 広島県福山市 広島県知事許可 (般-1) 第39321号

株式会社岡本興業 山梨県山梨市 山梨県知事許可 (特-4) 第6355号

イマノ建設 大阪府摂津市 大阪府知事許可 (般-31) 第151049号

株式会社眞和圧送 沖縄県豊見城市 沖縄県知事許可 (般-1) 第12619号

株式会社アトラスト 大阪府東大阪市 大阪府知事許可 (般-3) 第145364号

有限会社三友駿河 静岡県沼津市 静岡県知事許可 (般-3) 第024642号

松森建設株式会社 埼玉県蕨市 埼玉県知事許可 (般-2) 第73767号

あおい建設株式会社 愛知県豊田市 愛知県知事許可 (般-3) 第71188号

中沢建設株式会社 東京都足立区 東京都知事許可 (特-3) 第141483号

株式会社延希工業 和歌山県岩出市 和歌山県知事許可 (特-1)(般-1) 第16136号

有限会社林工務店 神奈川県藤沢市 神奈川県知事許可 (般-3) 第2353号

株式会社さぬき造園土木 大阪府和泉市 大阪府知事許可 (般-3) 第94616号

株式会社大建 東京都西多摩郡瑞穂町 東京都知事許可 (般-1) 第150236号

株式会社木下組 長崎県佐世保市 長崎県知事許可 (般-2) 第12617号

株式会社Ｄ　ＮＥＸＴ 埼玉県所沢市 埼玉県知事許可 (般-2) 第73935号

山秀工業株式会社 愛知県豊橋市 愛知県知事許可 (般-2) 第66834号

株式会社アート・ハウジング 東京都八王子市 東京都知事許可 (般-30) 第110280号

株式会社Ｋ’ｓテック 大阪府岸和田市 大阪府知事許可 (般-30) 第131381号

有限会社堀場土木 愛知県豊田市 愛知県知事許可 (般-2) 第58135号

株式会社大正工業 福井県坂井市 福井県知事許可 (般-30) 第10652号

株式会社松川建設 青森県三戸郡階上町 青森県知事許可 (般-2) 第14908号

株式会社Ｒ 埼玉県入間郡毛呂山町 埼玉県知事許可 (般-4) 第76050号

明和工業株式会社 熊本県熊本市中央区 熊本県知事許可 (般-3) 第3217号

有限会社キタ工業 愛知県一宮市 愛知県知事許可 (般-4) 第60365号

新垣工業株式会社 大阪府大阪市大正区 大阪府知事許可 (般-2) 第154066号

大庭産業株式会社 香川県高松市 香川県知事許可 (般-3) 第2748号

株式会社Ｋ・Ｓ・Ｃ 大阪府大阪市 大阪府知事許可 (般-3) 第156369号

有限会社中村工作所 北海道旭川市 北海道知事許可 (般-3) 第563780号

いよせき株式会社 愛媛県西条市 愛媛県知事許可 (般-2) 第17561号

株式会社大英 岐阜県瑞浪市 岐阜県知事許可 (般-2) 第600483号

ＵＭＩｃｏｃｏｒｏ株式会社 茨城県つくば市 茨城県知事許可 (般-30) 第36471号
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有限会社清水総建 神奈川県厚木市 神奈川県知事許可 (般-3) 第44013号

合田建設有限会社 大阪府堺市 大阪府知事許可 (般-31) 第122993号

有限会社青木土木建設 神奈川県横浜市 神奈川県知事許可 (般-3) 第38771号

株式会社ＳＡＩＮＩ 神奈川県相模原市 神奈川県知事許可 (般-30) 第85426号

株式会社ＫＮＤコーポレーション 埼玉県戸田市 埼玉県知事許可 (般-3) 第69808号

サツキ工業株式会社 広島県福山市 広島県知事許可 (般-3) 第40351号

株式会社大創 東京都大田区 東京都知事許可 (般-3) 第77104号

株式会社アトラス 兵庫県加東市 兵庫県知事許可 (般-4) 第353574号

株式会社中川組 愛知県瀬戸市 愛知県知事許可 (般-4) 第74625号

大心技研工業株式会社 北海道上川郡清水町 北海道知事許可 (般-4) 第622118号

辻井シール有限会社 愛知県小牧市 愛知県知事許可 (般-3) 第55508号

有限会社協和技建 栃木県矢板市 栃木県知事許可 (般-3) 第4141号

鹿島クレス株式会社 東京都港区 国土交通大臣許可 (特-3) 第24041号

株式会社エステック 福岡県太宰府市 福岡県知事許可 (般-4) 第115760号

株式会社優心 愛知県名古屋市 愛知県知事許可 (般-3) 第65686号

藤山建設株式会社 北海道北広島市 北海道知事許可 (特-2)(般-2) 第702641号

和工業株式会社 静岡県浜松市 静岡県知事許可 (般-30) 第35000号

二建装業株式会社 福島県郡山市 福島県知事許可 (般-2) 第18070号

有限会社安岡組 山口県岩国市 山口県知事許可 (般-2) 第3408号

株式会社西尾組 大阪府泉南郡熊取町 国土交通大臣許可 (特-1) 第25965号

株式会社山照 岡山県津山市 岡山県知事許可 (般-3) 第17903号

株式会社尊組 岐阜県関市 岐阜県知事許可 (般-30) 第350257号

株式会社うえがね庭苑 長野県松本市 長野県知事許可 (般-30) 第25765号

有限会社山昇 千葉県流山市 千葉県知事許可 (般-3) 第51196号

有限会社美咲総興業 広島県広島市 広島県知事許可 (般-30) 第34409号

株式会社ＫＡＩＤＯ 大阪府大阪市 大阪府知事許可 (特-3) 第146829号

株式会社宮沢鉄筋 大阪府高槻市 大阪府知事許可 (般-1) 第152930号

淳和工業株式会社 静岡県浜松市 静岡県知事許可 (般-1) 第39307号

株式会社よつば建設工業 愛媛県松山市 愛媛県知事許可 (般-3) 第17708号

株式会社アーツ 愛知県名古屋市 愛知県知事許可 (般-2) 第109807号

アラタ工業株式会社 千葉県船橋市 千葉県知事許可 (般-3) 第32374　号

Ａｔｏｓ株式会社 埼玉県加須市 埼玉県知事許可 (般-2) 第68801号

株式会社今井工業 岐阜県岐阜市 岐阜県知事許可 (般-1) 第103628号

有限会社二川エンジニアリング 大阪府河内長野市 大阪府知事許可 (般-3) 第127658号

キムラ型枠 愛知県名古屋市 愛知県知事許可 (般-4) 第110984号

株式会社東工業 大阪府東大阪市 大阪府知事許可 (般-2) 第143565号

大石工業株式会社 福岡県糟屋郡須恵町 福岡県知事許可 (般-1) 第112484号

株式会社大心建設 大阪府大阪市 大阪府知事許可 (般-2) 第143189号

株式会社大吉興業 群馬県伊勢崎市 群馬県知事許可 (般-1) 第24743号


