賛助会員（建設企業）

001

ケイアイスター不動産（株） 埼玉県本庄市

国土交通大臣許可

（般－29）第22480号

002 （有）菊原建設

神奈川県小田原市 神奈川県知事許可 （般－27）第46927号

003

日本ホーム（株）

宮城県仙台市

宮城県知事許可 （特－27）第16034号

004

角川建設（株）

北海道別海町

北海道知事許可 （特－30）第640503号
北海道知事許可 （般－30）第640503号

005 （株）山川建設

神奈川県横須賀市 神奈川県知事許可 （般－28）第77900号

006

千葉県千葉市

千葉県知事許可 （般－29）第49499号

007 （株）隆盛

山梨県甲斐市

山梨県知事許可 （般－28）第 9621号

008 （有）平中工務店

神奈川県相模原市 神奈川県知事許可 （般－26）第69362号

009 （株）道下工務店

石川県金沢市

石川県知事許可 （般－27）第15162号

010

東京都目黒区

東京都知事許可 （般－27）第31350号

011 （有）秀栄興業

埼玉県羽生市

埼玉県知事許可 （般－29）第46144号

012 （株）鈴木工業

東京都板橋区

東京都知事許可 （特－1）第150941号

013 （有）吉田興業

千葉県館山市

千葉県知事許可 （般－28）第39648号

014 （株）光匠

東京都府中市

東京都知事許可 （特－28）第138902号

015 （有）西川工業

鳥取県米子市

国土交通大臣許可

016 （有）寿産業

愛知県豊明市

愛知県知事許可 （般－30）第57472号

017 （有）宝福工業

東京都葛飾区

東京都知事許可 （般－28）第105340号

018

貝塚建設（株）

茨城県行方市

茨城県知事許可 （般－29）第32460号

019 （株）ＹＯＳＨＩｒｏａｄ

宮城県仙台市

宮城県知事許可 （般－29）第21530号

大東工務店（株）

二幸建設（株）

（般－28）第22018号

020 （株）知光

茨城県潮来市

茨城県知事許可 （般－29）第30507号

021

岐阜県関市

岐阜県知事許可 （般－26）第14928号

東京都目黒区

東京都知事許可 （特－27）第28114号

森基礎工業（株）

022 （株）オーシャン

東京都知事許可 （般－27）第28114号

023 （有）こやな川

山形県東置賜郡

山形県知事許可 （般－29）第500899号

024 （株）なかてつ

愛知県稲沢市

愛知県知事許可 （般－29）第55206号

025 （有）セイガ

埼玉県富士見市

埼玉県知事許可 （般－1）第63560号

026

高知県高知市

高知県知事許可 （般－30）第8021号

027 （同）大建

千葉県船橋市

千葉県知事許可 （般－27）第46830号

028

東京都板橋区

東京都知事許可 （般－30）第146730号

029 （株）仲村工業

東京都板橋区

東京都知事許可 （般－28）第77566号

030 ウエストリバー（株）

広島県廿日市市

国土交通大臣許可

031 （有）内橋工業

福岡県糟屋郡

福岡県知事許可 （般－28）第79235号

032 （株）佐藤工務店

愛知県知多市

愛知県知事許可 （般－28）第63940号

033

東京都足立区

東京都知事許可 （般－27）第143955号

034 （株）サンレック

東京都板橋区

国土交通大臣許可

035 （有）クスノキヤ

岡山県岡山市

岡山県知事許可 （般－28）第22801号

036 マルショウ建設（株）

愛知県名古屋市

愛知県知事許可 （般－27）第52882号

037 （株）ヒライ

大阪府守口市

大阪府知事許可 （般－29）第129251号

038 （有）福雄建装工業

沖縄県うるま市

沖縄県知事許可 （般－28）第8579号

039 （株）ＡＧシステム

福岡県福岡市

福岡県知事許可 （般－27）第27858号

中城建設（株）

日本興志（株）

林興業（株）

（般－30）第25147号

（般－28）第25846号

040 （株）Ｋテック

広島県福山市

広島県知事許可 （般－1）第39191号

041 （株）秋野組

大阪府羽曳野市

大阪府知事許可 （般－29）第129595号

042 （株）たま工建

東京都多摩市

東京都知事許可 （般－29）第138459号

043 （株）ＺＥＲＯ

茨城県下妻市

茨城県知事許可 （般－29）第34196号

044 （有）ユンテック

愛知県日進市

愛知県知事許可 （般－29）第62233号

045 （株）新興

広島県山県郡

広島県知事許可 （般－28）第35887号

046 （株）オーシャン

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

047

寿商事（株）

千葉県千葉市

千葉県知事許可 （般－29）第33372号

048

大昭産業（株）

東京都小笠原村

東京都知事許可 （特－28）第53562号

（般－30）第71579号

東京都知事許可 （般－28）第53562号

049 （株）元村
050

051

福岡県福岡市

（株）電材エンジニアリング 神奈川県川崎市

小代工業（株）

東京都杉並区

福岡県知事許可 （般－1）第112565号
神奈川県知事許可

（特－28）第27841号

神奈川県知事許可

（般－28）第27841号

東京都知事許可 （般－29）第2668号

052 （株）寿

埼玉県さいたま市 埼玉県知事許可 （般－27）第65285号

053 （株）ＤＡＩＣＨＩ

千葉県松戸市

054
055

（株）さくらクリエイターズ 大阪府大阪市

三協開発（株）

大阪府高槻市

千葉県知事許可 （般－1）第53482号
大阪府知事許可 （般－29）第148137号
大阪府知事許可 （特－29）第98832号
大阪府知事許可 （般－29）第98832号

056 （株）シー・スペース

東京都豊島区

東京都知事許可 （特－1）第127416号

057 （有）塚田工業

茨城県筑西市

茨城県知事許可 （般－28）第31666号

058 （株）信耀

埼玉県八潮市

埼玉県知事許可 （般－28）第70332号

059 （株）ｈｉｇｈモデスト

東京都渋谷区

東京都知事許可 （般－27）第143713号

060 （株）城南興業

神奈川県川崎市

神奈川県知事許可

061 （株）奥谷商会

和歌山県和歌山市 和歌山県知事許可 （般－1）第17158号

062 （株）誠和工業

北海道札幌市

北海道知事許可 （特－28）第719942号

063

東京都世田谷区

東京都知事許可 （般－29）第128482号

東京都新宿区

国土交通大臣許可

（特－31）第10470号

国土交通大臣許可

（般－31）第10470号

千歳工業（株）

064 （株）ラックランド

（般－26）第41109号

065 （株）創凌

北海道旭川市

北海道知事許可 （般－29）第05527号

066 （株）齋藤土木建材

埼玉県飯能市

埼玉県知事許可 （特－31）第26340号

067 （株）新栄重機

愛知県小牧市

愛知県知事許可 （特－29）第22131号
愛知県知事許可 （般－29）第22131号

068
069
070

一つ山ホールディングス（株）

愛知県名古屋市

（株）ケン・コーポレーション 東京都板橋区

アスク沖縄（株）

沖縄県那覇市

愛知県知事許可 （般－28）第103788号
東京都知事許可 （般－1）第121930号
沖縄県知事許可 （特－29）第6079号
沖縄県知事許可 （般－29）第6079号

071 （株）パストリア

福島県二本松市

福島県知事許可 （般－27）第21692号

072 （株）セキュア

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

073 （株）藤田興業

宮城県仙台市

宮城県知事許可 （特－29）第17242号

074

桜マテリアル（株）

徳島県阿南市

徳島県知事許可 （般－30）第30086号

075

テンフィールズファクトリー（株）

京都府相楽郡

京都府知事許可 （般－28）第41251号

（般－27）第82071号

076

日研工業（株）

鹿児島県鹿児島市 鹿児島県知事許可 （般－27）第7239号

077

クリアロード（株）

北海道上川郡

北海道知事許可 （特－28）第622057号
北海道知事許可 （般－28）第622057号

078 （有）本郷工業

滋賀県大津市

滋賀県知事許可 （特－1）第12383号
滋賀県知事許可 （般－1）第12383号

079 （有）栗田開発

茨城県鉾田市

茨城県知事許可 （般－30）第26720号

080 （有）新京建設

沖縄県島尻郡

沖縄県知事許可 （般－27）第8214号

081 （有）長谷川建設

神奈川県横須賀市 神奈川県知事許可 （般－28）第71594号

082 （有）山雅産業

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

083 （株）國光

埼玉県川口市

埼玉県知事許可 （般－29）第66346号

084 （株）清河

埼玉県川口市

埼玉県知事許可 （般－30）第67697号

085 （株）星野工務店

神奈川県相模原市 神奈川県知事許可 （般－26）第80441号

086 （株）江川組

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （般－28）第127759号

087 （株）ＳＳＢ

福岡県直方市

福岡県知事許可 （般－28）第109887号

088 （有）大翔工業

神奈川県藤沢市

神奈川県知事許可

089

山口県美祢市

山口県知事許可 （般－29）第16215号

福岡県筑紫野市

福岡県知事許可 （特－27）第37041号

重田建設（有）

090 （株）ユクタケ

（般－27）第46636号

（般－27）第70416号

福岡県知事許可 （般－27）第37041号

091 （株）岩藤工務店

岡山県赤磐市

岡山県知事許可 （般－1）第15674号

092 （株）仁

北海道旭川市

北海道知事許可 （般－1）第05604号

093 （株）エヌ・エス・テック

岐阜県多治見市

国土交通大臣許可

（般－1）第20131号

094 （株）岩井組

大阪府池田市

大阪府知事許可 （般－30）第140013号

095 （有）アラキヂ工務店

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

096 （株）清和エクステック

北海道旭川市

北海道知事許可 （般－1）第05610号

097 （株）清和建設

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （特－1）第123019号

（般－28）第70883号

大阪府知事許可 （般－1）第123019号

098

新建工業（株）

東京都三鷹市

東京都知事許可 （般－28）第52101号

099 （株）山芳園

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

100 （株）東海住基

岐阜県揖斐郡

岐阜県知事許可 （般－1）第300422号

101 （株）曽山工務店

愛知県あま市

愛知県知事許可 （般－31）第56322号

102

愛知県名古屋市

愛知県知事許可 （特－28）第101664号

自然応用科学（株）

（特－29）第83674号

愛知県知事許可 （般－28）第101664号

103 （有）龍喜建設

岐阜県岐阜市

岐阜県知事許可 （般－26）第14967号

104

愛知県西尾市

愛知県知事許可 （特－30）第6251号

藤井建設（株）

105 （有）川内工業

埼玉県さいたま市 埼玉県知事許可 （般－28）第61124号

106 （株）サンエクステリア

神奈川県横須賀市

神奈川県知事許可

107 （株）ネクスリード

埼玉県所沢市

埼玉県知事許可 （般－27）第68957号

108 （株）シマムラ工業

茨城県小美玉市

茨城県知事許可 （特－30）第34471号

109 （株）辰充工務店

大阪府高槻市

大阪府知事許可 （般－28）第117375号

110 （株）勝栄工業

岡山県和気郡

岡山県知事許可 （般－29）第23077号

111

トミタ建工（株）

広島県三原市

広島県知事許可 （般－28）第37801号

112

末川建設（株）

大阪府豊中市

大阪府知事許可 （般－29）第52109号

（特－27）第77426号

113 （株）細谷興業

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

114

けせんプレカット事業協同組合

岩手県気仙郡

岩手県知事許可 （般－27）第90084号

115

丸康建設（株）

神奈川県川崎市

東京都知事許可 （般－27）第135829号

116

中西産業（株）

香川県丸亀市

香川県知事許可 （般－1）第8372号

117

伸榮建設（株）

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

（般－27）第76475号

118 （株）テシオ

埼玉県草加市

国土交通大臣許可

（般－30）第27166号

119

東京都台東区

国土交通大臣許可

（特－27）第6013号

国土交通大臣許可

（般－27）第6013号

常盤電業（株）

（般－29）第60141号

120 （有）ＭＧＩ

三重県松阪市

三重県知事許可 （般－27）第13536号

121

東京都台東区

東京都知事許可 （般－29）第147243号

ＵＰ（株）

122 （株）北鉄

神奈川県相模原市

123 （株）樋口工務店

滋賀県大津市

滋賀県知事許可 （般－29）第21878号

124 （株）松和工業

大阪府堺市

大阪府知事許可 （般－27）第43872号

125 （株）冨島建設

大阪府大阪市

国土交通大臣許可

126 （株）西武鉄筋工業

佐賀県武雄市

佐賀県知事許可 （般－29）第7156号

127 （株）ダイカン

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

128 （株）歩建設

埼玉県ふじみ野市 埼玉県知事許可 （般－28）第60532号

129 (株）池端建設

熊本市玉名市

熊本県知事許可 （般－28）第18126号

130

静岡県浜松市

静岡県知事許可 （般－1）第37990号

131 （有）松島建築

兵庫県姫路市

兵庫県知事許可 （般－30）第458998号

132 （有）ＳＴＫ

千葉県東金市

千葉県知事許可 （般－30）第44889号

心建設（株）

神奈川県知事許可

（般－28）第71585号

（特－27）第10765号

（般－30）第79197号

133 （株）松本鉄筋
134

千葉県千葉市

（株）ジョイコーポレーション 東京都板橋区

千葉県知事許可 （般－29）第51850号
東京都知事許可 （般－30）第130977号

135 （株）Ｉ・Ｍ・Ｇ

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

136 （有）世和土木

静岡県三島市

静岡県知事許可 （般－1）第25526号

137

東北窯炉（株）

宮城県宮城郡

宮城県知事許可 （般－28）第13338号

138

トラスト興業（株）

東京都昭島市

東京都知事許可 （般－1）第142045号

139

ハシケン

愛知県春日井市

愛知県知事許可 （般－29）第73664号

140 （有）竹岡建設

長崎県諫早市

長崎県知事許可 （般－29）第5572号

141 （有）高木工業

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

142 （株）ＤＡＩＥＩ

愛知県名古屋市

愛知県知事許可 （般－31）第107171号

143

岸本断熱 （有）

兵庫県姫路市

兵庫県知事許可 （般－27）第454769号

144

協立工事（株）

愛知県安城市

愛知県知事許可 （特－29）第24255号

（般－29）第083856号

（般－29）第60216号

愛知県知事許可 （般－29）第24255号

145

本州工業（株）

大阪府堺市

大阪府知事許可 （般－29）第12358号

146 （株）進栄重機建設

大阪府堺市

大阪府知事許可 （般－28）第136561号

147 （有）ウッディ伊藤

千葉県白井市

千葉県知事許可 （般－1）第53655号

148 （株）ＢＫ－Ｍｉｎｄ

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

149

東京都江戸川区

東京都知事許可 （般－28）第43582号

150 （有）村瀬設備

東京都練馬区

東京都知事許可 （般－29）第148320号

151 （有）大貴

東京都葛飾区

東京都知事許可 （般－28）第116465号

152

愛知県岩倉市

愛知県知事許可 （般－29）第067448号

横山建設（株）

日崇工業 （株）

（般－27）第81196号

153

敷島電気（有）

愛知県名古屋市

愛知県知事許可 （般－27）第32657号

154 （有）福島板金工業所

香川県高松市

香川県知事許可 （般－29）第815号

155 （株）齋藤組

千葉県松戸市

千葉県知事許可 （特－1）第47332号
千葉県知事許可 （般－28）第47332号

156 （株）鈴木工務店

東京都墨田区

東京都知事許可 （特－27）第53058号

157 （株）アライ

東京都墨田区

東京都知事許可 （特－28）第143395号

158 （株）蒼和

東京都小平市

東京都知事許可 （般－27）第68799号

159 （有）Ｒ・Ｅ・Ｃ

埼玉県朝霞市

国土交通大臣許可

160

愛媛県松山市

愛媛県知事許可 （特－30）第3830号

161 （有）ユー・エス・アイ

山口県美祢市

山口県知事許可 （般－27）第16734号

162 （株）凛工業

愛知県みよし市

愛知県知事許可 （般－28）第71198号

163 （有）三幸興業

埼玉県さいたま市 埼玉県知事許可 （般－1）第72366号

164 （株）馬場組

東京都江東区

東京都知事許可 （般－27）第102814号

165 （株）湧田鉄筋

東京都墨田区

国土交通大臣許可

166

群馬県伊勢崎市

群馬県知事許可 （般－1）第24806号

167 （有）旭勝建設

北海道旭川市

北海道知事許可 （般－30）第4751号

168 （株）ディアナ

千葉県大網白里市 千葉県知事許可 （般－27）第46257号

169 （有）横山創建

神奈川県小田原市 神奈川県知事許可 （般－28）第33560号

170 （株）サンジョウ

群馬県高崎市

群馬県知事許可 （般－31）第24646号

171

栃木県宇都宮市

栃木県知事許可 （般－30）第24344号

172

オオノ開發（株）

都建設（株）

アース開発（株）

（有）Ｓ．Ｓ．Ｋマツキュウ 岐阜県山県市

（般－28）第26541号

（般－28）第26315号

岐阜県知事許可 （般－1）第101461号

173 （株）サンエス

愛知県北名古屋市 愛知県知事許可 （般－30）第65194号

174 （有）雅興業

埼玉県草加市

埼玉県知事許可 （般－30）第58384号

175 （株）イザワ

神奈川県座間市

神奈川県知事許可

176 （株）中園

福岡県北九州市

福岡県知事許可 （般－28）第68440号

177 （株）金野建築

埼玉県三郷市

埼玉県知事許可 （般－1）第68497号

178 （有）タガワ建設工業

神奈川県小田原市 神奈川県知事許可 （般－1）第69434号

179 （株）有技

茨城県つくば市

茨城県知事許可 （般－28）第35584号

180 （株）メガステップ

東京都品川区

東京都知事許可 （般－27）第123775号

181 （株）住田工務店

埼玉県日高市

埼玉県知事許可 （般－29）第39824号

182 （株）竹内クレーン工業

鳥取県鳥取市

鳥取県知事許可 （特-28）第2899号

（般－30）第61477号

鳥取県知事許可 （般-28）第2899号

183 （有）愛河興業

愛知県犬山市

愛知県知事許可 （般－29）第61001号

184 （株）東栄建設

兵庫県神戸市

兵庫県知事許可 （般－25）第116428号

185 （株）備後総業

広島県福山市

広島県知事許可 （般-30）第32486号

186

鳥取県鳥取市

鳥取県知事許可 （般-28）第7168号

187 （株）磯辺工務店

東京都世田谷区

東京都知事許可 （般-29）第95059号

188 （有）児玉鉄筋

埼玉県さいたま市 埼玉県知事許可 （般-28）第31343号

189 （株）伏見工業

石川県金沢市

石川県知事許可 （般-27）第18158号

190 （株）原田圧接

鳥取県米子市

鳥取県知事許可 （般－1）第6695号

191

糸井商事（株）

群馬県高崎市

群馬県知事許可 （般－29）第24344号

192

永安土建（株）

広島県大竹市

広島県知事許可 （般－1）第37711号

マイシン工業（株）

193

積和建設関西（株）

大阪府大阪市

国土交通大臣許可

（特－1）第23259号

国土交通大臣許可

（般－1）第23259号

194 （株）ドーケン

福岡県飯塚市

福岡県知事許可 （般－27）第20336号

195

若松工務店（株）

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

196

今山住建（株）

千葉県柏市

千葉県知事許可 （特－28）第34056号

（般－2）第87233号

（般－29）第34056号

197 （株）林圧接

岡山県岡山市

岡山県知事許可 （般－28）第19482号

198 （有）ブリックベース

東京都日野市

東京都知事許可 （般－27）第135614号

199 （株）岩田架設工業

埼玉県川口市

埼玉県知事許可 （般－28）第51658号

200 （株）雄建

福岡県飯塚市

福岡県知事許可 （般－28）第105219号

201 （株）鈴木土木

東京都江戸川区

東京都知事許可 （般－27）第114280号

202 （株）総合サービス

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （般－27）第125474号

203 （有）児玉工業

長崎県南島原市

長崎県知事許可 （般－30）第11186号

204 （株）珪州館

福岡県北九州市

福岡県知事許可 （般－30）第107230号

205 （株）ＳＩＮＴＥＣ

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （般－30）第139367号

206 （株）ジオン

宮城県仙台市

宮城県知事許可 （般－1）第21960号

207 （株）美希産業

愛知県津島市

愛知県知事許可 （般－30）第56231号

208 （有）ハセソウ

群馬県前橋市

群馬県知事許可 （般－30）第19051号

209 （株）Ｔ－ＫＥＮ

岡山県岡山市

岡山県知事許可 （般－30）第25557号

210 （株）フレームビルド

北海道旭川市

北海道知事許可 （般－27）第563768号

211 （株）ウォーター工業

愛知県豊明市

愛知県知事許可 （般－28）第55987号

212

金子鉄筋工業（同）

213

カイトウ建築設備工業（株） 千葉県柏市

214 （株）ＴＫ・ワークス

岐阜県岐阜市

北海道苫小牧市

岐阜県知事許可 （般－27）第350354号
国土交通大臣許可

（般－30）第27099号

北海道知事許可 （特－29）第602054号

（般－29）第602054号

215

シンエスタ（株）

兵庫県神戸市

兵庫県知事許可 （般－29）第116131号

216

山口アルク（株）

富山県富山市

国土交通大臣許可

（般－29）第24594号

217 （株）エムティーエム

宮城県仙台市

国土交通大臣許可

（特－1）第25637号

218 マルコウ大幸土木（株）

北海道旭川市

北海道知事許可 （般－30）第564463号

219

松下建設（株）

大阪府東大阪市

大阪府知事許可 （特－29）第6389号

220

吉田工業（株）

千葉県千葉市

千葉県知事許可 （般－1）第45516号

221 （有）宮築

徳島県三好市

徳島県知事許可 （般－30）第7543号

222 （株）小森建設

茨城県土浦市

茨城県知事許可 （般－27）第35418号

223 （株）スタイル

宮城県伊具郡

宮城県知事許可 （般－30）第21629号

224

千葉県船橋市

千葉県知事許可 （般－28）第47436号

225 （株）中央冷熱

埼玉県川口市

埼玉県知事許可 （般－29）第36478号

226

岐阜県不破郡

岐阜県知事許可 （般－27）第16972号

227 （株）川興

千葉県千葉市

千葉県知事許可 （般－29）第29766号

228 （株）静勝

静岡県御殿場市

国土交通大臣許可

229

静岡県御前崎市

静岡県知事許可 （般－29）第32139号

230 （有）ダイテク・ワーク

広島県福山市

広島県知事許可 （般－1）第32997号

231 （有）ケイ・ワーク

奈良県桜井市

奈良県知事許可 （般－27）第14970号

豊田設備（株）

松岡鉄筋工業（有）

東海サンド（株）

（特－30）第27331号

232 ユタカ建設工業（株）

茨城県水戸市

茨城県知事許可 （特－27）第31248号

233

茨城県古河市

茨城県知事許可 （般－29）第34047号

234 （株）泰成

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

235 （有）原鉄工業

埼玉県草加市

埼玉県知事許可 （般－31）第58894号

236 （株）夢空館

東京都東村山市

東京都知事許可 （般－28）第115615号

237 （株）松下組

大阪府茨木市

大阪府知事許可 （特－28）第60254号

238 （株）木田工業

香川県坂出市

香川県知事許可 （般－30）第8508号

239 （有）大悟建設

愛知県豊田市

愛知県知事許可 （般－28）第58015号

240 （株）四国工営

高知県高知市

高知県知事許可 （般－30）第8664号

241 （株）樹

神奈川県厚木市

神奈川県知事許可

242 （株）フロアエージェント

東京都足立区

東京都知事許可 （特－30）第132888号

243 ファースト住建（株）

兵庫県尼崎市

兵庫県知事許可 （特－30）第218665号

244 （株）梶原建設

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （特－28）第97351号

尚武建設工業

（般－30）第62288号

（般－29）第78996号

大阪府知事許可 （般－28）第97351号

245 （有）眞和建設工業

東京都葛飾区

東京都知事許可 （般－28）第146210号

246 （株）ケイ・リバース

東京都台東区

東京都知事許可 （般－2）第151916号

247 （有）サンライフ

千葉県千葉市

千葉県知事許可 （般－30）第44659号

248 （有）堀鉄筋工業

岡山県総社市

岡山県知事許可 （般－29）第16739号

249
250

（株）ＴＦエンジニアリング 東京都台東区

小林建設（株）

251 （有）翔雄内装

東京都知事許可 （般－30）第148934号

東京都千代田区

東京都知事許可 （特－29）第148071号

東京都大田区

東京都知事許可 （般－1）第150638号

252 （株）北伸建設工業

香川県三豊市

香川県知事許可 （般－27）第9006号

253

関西鉄筋（株）

大阪府堺市

大阪府知事許可 （般－1）第123832号

254

会津電業（株）

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

（特－1）第53855号

神奈川県知事許可

（般－1）第53855号

255

共立建設（株）

埼玉県川口市

埼玉県知事許可 （般－29）第32286号

256

山口道路興業（株）

山口県防府市

山口県知事許可 （特－28）第19908号

257 （株）浅海建設

兵庫県姫路市

兵庫県知事許可 （般－1）第459991号

258

大拓建設（株）

東京都中央区

東京都知事許可 （特－27）第58503号

259

草の根建設（株）

埼玉県鴻巣市

埼玉県知事許可 （般－29）第66664号

260 永和ペーブメント（株）

東京都江東区

東京都知事許可 （般－1）第142030号

261 （有）富樫設備工業

神奈川県海老名市 神奈川県知事許可 （般－29）第67172号

262 （株）ヨシオカ

大阪府堺市

大阪府知事許可 （般－30）第132367号

263 （株）ヤマシロ

千葉県茂原市

千葉県知事許可 （般－27）第34635号

264 （株）アシバックス埼玉

埼玉県川越市

埼玉県知事許可 （般－30）第62917号

265 （株）髙森鉄筋工業

岡山県総社市

岡山県知事許可 （般－29）第22947号

266 昭和仮設リース（株）

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （般－1）第83408号

267 （株）ＩＭＡＺ

愛知県半田市

愛知県知事許可 （般－30）第68626号

268 （株）幸英建設

大阪府高槻市

大阪府知事許可 （般－1）第153251号

269 （有）秀栄

神奈川県川崎市

神奈川県知事許可

270 （株）北和電設

京都府木津川市

奈良県知事許可 （般－28）第9960号

271 （株）メイホウ

宮城県仙台市

宮城県知事許可 （般－31）第21729号

（般－29）第72474号

272 （株）Ｃｅｄｏｋ

岡山県倉敷市

岡山県知事許可 （般－27）第24795号

273

滋賀県長浜市

滋賀県知事許可 （般－1）第61417号

274 （株）エコフォレスト

愛知県名古屋市

愛知県知事許可 （般－30）第104662号

275 （有）百瀬

愛知県一宮市

愛知県知事許可 （般－28）第60413号

276 （株）瀧原工業

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （般－28）第127335号

277
278

大栄工機（株）

（有）アクアエンジニアリング 神奈川県海老名市 神奈川県知事許可 （般－29）第60970号

アリアンス（株）

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

（般－1）第80253号

279 （有）晃伸産業

北海道苫小牧市

北海道知事許可 （般－27）第604894号

280 （株）豊環境開発

愛知県半田市

愛知県知事許可 （特－30）第28737号
愛知県知事許可 （般－30）第28737号

281 （株）矢野組

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （般－29）第38551号

282

北海道苫小牧市

北海道知事許可 （般－28）第604727号

283 （株）創友建設工業

神奈川県川崎市

神奈川県知事許可

（般－30）第62652号

284 （株）ミヤマ

福島県郡山市

国土交通大臣許可

（般－29）第24678号

285 （有）クローバルテック

鹿児島県鹿児島市 鹿児島県知事許可 （般－29）第13728号

286 （株）ＨＩＴ

福井県あわら市

福井県知事許可 （般－29）第9856号

287 （有）堀工業

岡山県岡山市

岡山県知事許可 （般－29）第19957号

288

埼玉県富士見市

埼玉県知事許可 （般－30）第71923号

一心（株）

菱栄設備工業（株）

289 （有）義光工業

埼玉県さいたま市 埼玉県知事許可 （般－28）第65829号

290 （有）前田興業

東京都江戸川区

東京都知事許可 （般－28）第103004号

291

愛知県知多市

愛知県知事許可 （般－28）第63512号

Ｋｏｎｄｏｈ

ｃｅｒｔａｉｎ（株）

292 （株）三宝緑地

神奈川県川崎市

神奈川県知事許可

293 （株）アップルハウス

愛知県名古屋市

愛知県知事許可 （般-28）第106367号

294 （株）共和総合仮設

福岡県福岡市

福岡県知事許可 （般－30）第105642号

295 （株）一工業

茨城県鹿嶋市

茨城県知事許可 （般－30）第30382号

296

広島県広島市

広島県知事許可 （般－28）第37935号

297 （有）今泉塗装

北海道札幌市

北海道知事許可 （般－28）第722459号

298

宮城県多賀城市

宮城県知事許可 （般－28）第20302号

299 （株）丸山設備

埼玉県加須市

埼玉県知事許可 （般－30）第67184号

300 （株）英真工業

愛知県名古屋市

愛知県知事許可 （般－30）第104894号

301

三川工業

誠心（株）

吉紀コーポレーション（株） 徳島県板野郡

（般－27）第52797号

徳島県知事許可 （般－27）第70398号

302 （株）美喜設備

鹿児島県鹿児島市 国土交通大臣許可 （般－28）第26189号

303 （株）双仙

宮城県仙台市

宮城県知事許可 （般－1）第22022号

304

千葉県成田市

千葉県知事許可 （般－29）第11190号

和道路（株）

305 （有）カトキン

神奈川県相模原市 神奈川県知事許可 （般－29）第72078号

306

ＬＡＮＤ

北海道札幌市

北海道知事許可 （般－30）第718343号

307

ＡＳＡＨＩ

東京都町田市

国土交通大臣許可

（特－29）第23522号

国土交通大臣許可

（般－29）第23522号

ＭＡＲＫＥＲ（有）

ＰＯＳＩＳＴ－１（株）

308 （株）名湘

愛知県名古屋市

愛知県知事許可 （般－29）第108458号

309 （株）Ｋ-ＣＲＡＦＴ

埼玉県狭山市

埼玉県知事許可 （般－1）第72956号

310 （有）アトムラ工業

神奈川県横須賀市 神奈川県知事許可 （般－29）第67087号

311 （株）大東

神奈川県南足柄市 神奈川県知事許可 （般－29）第66887号

312 （有）岩崎建設

岩手県岩手郡

岩手県知事許可 （般－28）第160008号

313 （株）塩田組

福島県須賀川市

福島県知事許可 （特－30）第18362号
福島県知事許可 （般－30）第18362号

314 （株）東栄藤義建設

千葉県松戸市

千葉県知事許可 （特－27）第35671号

315 （株）上野産業

岐阜県中津川市

岐阜県知事許可 （般－2）第16744号

316 （株）昌建

東京都板橋区

東京都知事許可 （般－29）第144527号

317 （株）竹上組

愛知県名古屋市

愛知県知事許可 （般－2）第34368号

318 （株）上原工業

埼玉県川口市

埼玉県知事許可 （般－30）第71953号

319 （株）羽賀組

埼玉県川越市

埼玉県知事許可 （般－29）第71096号

320 （株）アーネストウイング

東京都西東京市

東京都知事許可 （般－2）第146389号

321 （株）オノデラ

北海道札幌市

北海道知事許可 （般－1）第23406号

322

小沼工業（株）

茨城県東茨城郡

茨城県知事許可 （般－2）第37119号

323

大橋建築（有）

愛知県稲沢市

愛知県知事許可 （般－28）第41990号

熊本県上益城郡

熊本県知事許可 （特－1）第13002号

324 （有）ウエダホーム

熊本県知事許可 （般－1）第13002号

325 （有）金内架設

埼玉県所沢市

埼玉県知事許可 （般－1）第63990号

326 （株）リフレクト

香川県高松市

香川県知事許可 （般－28）第9204号

327 （株）Ｙ’ｓハウジング

群馬県高崎市

群馬県知事許可 （般－2）第23553号

328

ランドプロ（株）

千葉県市川市

国土交通大臣許可

329

八木澤管工（株）

埼玉県川越市

埼玉県知事許可 （般－１）第68396号

埼玉県川口市

埼玉県知事許可 （般－29）第71329号

330 （株）大山工業

（般－30）第27107号

331

天野建設（株）

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （般－30）第118903号

332 日本ダクト工業（株）

兵庫県川西市

兵庫県知事許可 （般－29）第215161号

333

新栄工業

富山県富山市

富山県知事許可 （般－2）第16549号

334

荒井建設（株）

群馬県邑楽郡

群馬県知事許可 （特－1）第20966号
群馬県知事許可 （般－1）第20966号

335 （株）テクノサービス

鹿児島県霧島市

鹿児島県知事許可

336 （有）明昭設備工業

愛知県名古屋市

愛知県知事許可 （般－27）第38638号

337 （株）武田工務店

東京都江戸川区

東京都知事許可 （般－1）第142298号

338 （株）大阪設備

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （般－30）第138585号

339 （株）匠建

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （特－2）第129836号

340 （株）アサノ

埼玉県川口市

埼玉県知事許可 （般－29）第57270号

341 （有）毛塚建設

埼玉県日高市

埼玉県知事許可 （般－30）第67296号

342 （有）沖田土木

埼玉県越谷市

埼玉県知事許可 （特－2）第57179号

343 （株）ＭＯＲＩＴＡ

山梨県甲州市

山梨県知事許可 （般－2）第9929号

344 （株）近藤組

岡山県岡山市

岡山県知事許可 （般－29）第25366号

345 （株）茂広組

大阪府寝屋川市

大阪府知事許可 （般－1）第40539号

346

神奈川県川崎市

神奈川県知事許可

347 （株）水戸建工業

茨城県水戸市

茨城県知事許可 （般－30）第36475号

348 （株）江崎工務店

岐阜県羽島市

岐阜県知事許可 （般－29）第776号

349

(有)鈴友工務店

（有）ギケンエンタープライズ 東京都練馬区

350 （有）福谷舗道

（般－28）第14350号

（般－29）第50485号

東京都知事許可 （般－30）第132003号

神奈川県伊勢原市 神奈川県知事許可 （般－28）第58395号

351 （株）カミー

千葉県千葉市

千葉県知事許可 （般－28）第32470号

352 （有）原岡設備工業

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

353 （株）山藤

茨城県石岡市

茨城県知事許可 （般－29）第36151号

354 （株）高橋創建

東京都練馬区

東京都知事許可 （般－29）第147254号

355 （株）川村工務店

大阪府吹田市

大阪府知事許可 （般－2）第143388号

356 （株）大生興業

埼玉県上尾市

埼玉県知事許可 （般－27）第48972号

357 （株）ＳＥＩＷＡ

岐阜県岐阜市

岐阜県知事許可 （特－2）第100336号

358

福岡県大牟田市

福岡県知事許可 （般－1）第110100号

359 （株）三和

神奈川県綾瀬市

神奈川県知事許可

360

広島県広島市

広島県知事許可 （般－28）第31142号

361 （株）勇建工業

香川県高松市

香川県知事許可 （般－２）第9674号

362 （株）カンパイ

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

（特－29）第77106号

神奈川県知事許可

（般－29）第77106号

信和工業（株）

野田政建設（有）

（般－1）第69484号

（般－2）第36331号

363 （株）榎

福岡県福岡市

福岡県知事許可 （般－30）第94064号

364 （株）和

千葉県松戸市

千葉県知事許可 （般－29）第51966号

365

日本スプライススリーブ（株）

東京都中央区

東京都知事許可 （般－27）第50088号

366

松和建設（株）

山口県下松市

山口県知事許可 （般－28）第14392号

367

磯井実業（株）

京都府綾部市

京都府知事許可 （特－30）第33756号

368

エムズラック（株）

神奈川県川崎市

神奈川県知事許可

大阪府堺市

大阪府知事許可 （特－30）第141931号

369 （株）ＳＨＩＮＫＯ

（般－1）第87036号

大阪府知事許可 （般－30）第141931号

370 （株）Ｋ・サポート

北海道札幌市

北海道知事許可 （般－28）第719286号

371 （株）日昇管工

東京都足立区

東京都知事許可 （般－28）第145696号

372 （株）Ｓ.Ｏ.Ｉ.

神奈川県川崎市

神奈川県知事許可

373 （有）いわき興業

埼玉県入間市

埼玉県知事許可 （般－28）第56137号

374

（株）ＭＴコーポレーション 茨城県取手市

茨城県知事許可 （般－28）第31719号

375

（有）Ｆｒｅｅ

Ｓｔｙｌｅ 新潟県新潟市

（般－1）第86190号

新潟県知事許可 （般－2）第45959号

376 （株）アースウォール

北海道札幌市

北海道知事許可 （般－28）第720932号

377

広島県広島市

広島県知事許可 （般－28）第8742号

378 （株）調和建設

東京都調布市

東京都知事許可 （般－29）第138456号

379 （有）穴田鉄筋工業

石川県金沢市

石川県知事許可 （般－1）第11559号

380 （株）ｙ’ｓ

埼玉県上尾市

埼玉県知事許可 （般－29）第67034号

381 （株）岡山フットサービス

岡山県岡山市

岡山県知事許可 （般－29）第18441号

382

埼玉県さいたま市 埼玉県知事許可 （般－27）第41172号

旭建産業（株）

野妻建設（株）

383 （株）ｅ－ｗｏｒｋｓ

静岡県静岡市

静岡県知事許可 （般－30）第35089号

384 （株）デンオウ

千葉県野田市

千葉県知事許可 （般－28）第50793号

385

福岡県飯塚市

福岡県知事許可 （特－29）第59689号

386 （株）家田建設

愛知県知多郡

愛知県知事許可 （般－1）第68758号

387 （有）實工務店

宮崎県宮崎市

宮崎県知事許可 （般－28）第8970号

388

友信建設（株）

（株）シースパンアドバンス 大阪府泉佐野市

国土交通大臣許可

（般－29）第22974号

389 （株）久保総合設備

奈良県奈良市

390 （株）湘南ビケ

神奈川県小田原市 神奈川知事許可 （般－31）第74398号

奈良県知事許可 （般－31）第16082号

391 （株）阿部組

北海道河東郡

北海道知事許可 （特－28）第622615号
北海道知事許可 （般－28）第622615号

392 （有）Ｂａｓｅ

神奈川県横浜市

神奈川知事許可 （般－30）第75011号

393 （有）ニワ建工

愛知県愛知郡

愛知県知事許可 （般－2）第62686号

394 （株）イシダ

茨城県龍ケ崎市

国土交通大臣許可

395

広島県福山市

広島県知事許可 （般－2）第39629号

396 （株）叶商事

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

397 （株）コマダ

三重県津市

三重県知事許可 （般－1）第15599号

398

石美建設（有）

広島県廿日市市

広島県知事許可 （般－1）第30139号

399

山村築炉工業（株）

大阪府大阪市

大阪府知事許可 （般－1）第2241号

400

Ｔ.Ｔ.Ｃ（株）

千葉県鎌ケ谷市

国土交通大臣許可

（般－30）第27126号

401 イーシィーテクノ（株）

神奈川県横浜市

神奈川県知事許可

（般－29）第50419号

402

（有）ワイ・エイチ・ケイ・コーポレーション

（株）ヨシケンコーポレーション 愛媛県松山市

（般－1）第25467号

（般－29）第84006号

愛媛県知事許可 （般－30）第16369号

403 （株）林設備工業

香川県丸亀市

香川県知事許可 （般-29）第6515号

404 （株）クラハシ

山口県岩国市

山口県知事許可 （般－30）第20935号

405 （株）パイプマン

福島県いわき市

福島県知事許可 （般－1）第32462号

406

康伸（株）

大阪府柏原市

大阪府知事許可 （般－1）第152875号

407

伸和リンク（株）

兵庫県高砂市

兵庫県知事許可 （般－30）第407288号

408 （有）林屋材木店

長野県下伊那郡

長野県知事許可 （般－1）第16370号

409 （株）ユーシン

東京都墨田区

東京都知事許可 （般－29）第125987号

410 （株）西日本仮設リース

福岡県久留米市

福岡県知事許可 （般－29）第105568号

411 （株）イーシーセンター

静岡県富士市

静岡県知事許可 （特－1）第24337号

412 （株）大興

長野県長野市

長野県知事許可 （般－29）第24085号

413

北海道旭川市

北海道知事許可 （般－28）第564285号

414 （有）コーワーカーズ

東京都江戸川区

東京都知事許可 （般－30）第141066号

415 （有）竹田工務店

埼玉県草加市

埼玉県知事許可 （般－28）第49539号

416 （株）ジャパン・ワークス

東京都板橋区

埼玉県知事許可 （般－28）第70124号

417

大阪府豊中市

大阪府知事許可 （般－30）第140316号

418 （有）ベアーハウス

埼玉県所沢市

埼玉県知事許可 （般－28）第52597号

419 （株）シンテツ

愛知県江南市

愛知県知事許可 （般－31）第61199号

420

愛知県日進市

愛知県知事許可 （特－29）第40899号

勝美舗道（株）

北摂商事

三幸土木（株）

