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1030420アークサービス

(株)アークサービス
　(864)0495-75-1331代表取締役 成田正一

埼玉県児玉郡美里町小茂田８０５－１
電気工事建設工事

3030001060847

1030660アークリンク

アークリンク(株)
D　(486)048-969-4778代表取締役 小林浩司

埼玉県八潮市伊草２－１４－４
土木工事 ほ装工事建設工事

C　(433)

2030001093740

1030879アートインテリアタムラ

(株)アートインテリアタムラ
　(608)048-982-5000代表取締役 田村智之

埼玉県吉川市川藤３９７８
内装仕上工事建設工事

3030001065425

1030831アイエイチアイインフラケンセツ

(株)ＩＨＩインフラ建設 関東支店
A　(1452)03-3699-2840支店長 川又晃

東京都江東区東陽７－１－１
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1013) 　(1429) 　(991) 　(879)

5010601000905

1031038アイエイチアイインフラシステム

(株)ＩＨＩインフラシステム 東京営業所
A　(1404)03-3769-8691東京営業所所長 横山征則

東京都港区芝浦３－１７－１２ 吾妻ビル
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事建設工事

　(921) 　(1707) 　(1130)

5120101023932

1030230アイエイチアイゲンドウキ

(株)ＩＨＩ原動機
　(1321)03-4366-1200代表取締役 赤松真生

東京都千代田区外神田２－１４－５
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(1223)

9010001081674

1031015アイエスアイビルド

(株)ＩＳＩ・ビルド
B　(940)0480-44-1211代表取締役 石井栄三郎

埼玉県幸手市幸手２６１９
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

C　(666) 　(800) B　(782) 　(636)

5030001031706

1030798アイカワカンリ

(株)相川管理 埼玉支店
A　(1052)048-666-2622支店長 赤星伸一

埼玉県さいたま市北区別所町３８－６
土木工事 とび･土工工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

　(817) 　(857) 　(837)

4070001000022

1030968アイザワコウムテン

(株)会澤工務店 三郷営業所
B　(892)048-957-8182取締役三郷営業所長 会澤りえ子

埼玉県三郷市采女１－８０－２
建築工事建設工事

3030001065441

1030617アイシントソウ

アイシン塗装(株)
D　(594)048-796-3125代表取締役 邊見幸生

埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻４－１１－６－７－４０８
建築工事 大工工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(594) 　(751) 　(704) 　(602)

4030001063460

1030052アイゼンシヨウカイ

(株)愛善商会
　(742)06-6966-2371代表取締役 中島啓

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２－８－１６
機械器具設置工事建設工事

6120001073291

1031022アイダトソウ

会田塗装(株)
　(796)048-922-2677代表取締役 會田大輔

埼玉県草加市中央２－１－３４
塗装工事 防水工事建設工事

　(755)

2030001034587

1030976アイチトケイデンキ

愛知時計電機(株) 大宮営業所
　(1300)048-668-0131所長 小川雄平

埼玉県さいたま市大宮区大成町１－１０１
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(1015) 　(1205)

3180001021396

1030417アイテツク

アイテック(株)
　(890)06-6346-0036代表取締役 前田幸治

大阪府大阪市北区梅田３－３－１０ 梅田ダイビル６０２
電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

B　(816) 　(907) 　(909)

2120001095991

1030287アイバサンギヨウ

アイバ産業(株)
B　(708)048-834-0070代表取締役 工藤昌彦

埼玉県さいたま市浦和区常盤５－２－１８
管工事 消防施設工事建設工事

　(875)

3030001000092

1031074アイホー

(株)アイホー 埼玉営業所
A　(1306)048-662-5222所長 井ノ上貴博

埼玉県さいたま市北区吉野町２－１４９１－１
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(1095)

1180301009696
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1030908アイムキカイ

アイム機械(株)
　(618)048-644-5811代表取締役 眞淨靖

埼玉県さいたま市大宮区三橋３－２０２
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

C　(607) 　(672)

7030001000394

1030370アオキアスナロケンセツ

青木あすなろ建設(株) さいたま営業所
A　(1693)048-788-2657所長 原一雅

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－２３－１
土木工事 建築工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

A　(1705) 　(1151) 　(1353)

4010401010452

1030510アオキセイソウ

青木清掃(株)
B　(926)048-775-1551代表取締役 青木勝美

埼玉県桶川市南１－２－６
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(843) B　(725) B　(847) 　(700)

6030001042025

1030987アオノスポーツシセツ

青野スポーツ施設(株)
B　(910)06-6992-4018代表取締役 青野幸三

大阪府守口市文園町５－１９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(827) A　(853)

7120001155163

1030931アカイデンキコウジ

(有)赤井電気工事
　(751)048-952-0303取締役 赤井孝志

埼玉県三郷市戸ヶ崎１－５９５－９
電気工事建設工事

7030002048169

1030477アキバマルサダ

(株)秋葉マルサダ
C　(609)048-956-0454代表取締役 秋葉勇一郎

埼玉県三郷市鷹野１－３４４－２
建築工事 板金工事 防水工事建設工事

　(632) 　(743)

3030001038406

1030995アキラ

昱(株) 北関東支店
　(1501)048-649-7711支店長 山本克弥

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９ ニッセイ大宮桜木町
ビル

電気工事 管工事 機械器具設置工事 電気通信工事 水道施設工事建設工事

A　(1162) 　(1314) 　(1109) 　(1080)

7010001036564

1030764アクアイースト

アクアイースト(株)
　(626)048-475-1511代表取締役 大村相基

埼玉県志木市上宗岡２－２０－３１
電気工事 管工事 消防施設工事建設工事

C　(652) 　(610)

3030001045204

1031182アクアプロダクト

(株)アクアプロダクト 埼玉ビジネスセンター
　(772)04-2937-7875センター長 大橋賢治

埼玉県所沢市西狭山ヶ丘１－２５６－１－１０１
機械器具設置工事建設工事

5010001137307

1030074アクーズアイヅ

(株)アクーズ会津
B　(915)0242-28-4111代表取締役 柾屋和久

福島県会津若松市千石町４－５０
土木工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事 消防施設工事建設工事

A　(1135) 　(799) 　(827) 　(774)

4380001017976

1030235アクセス

(株)アクセス
B　(848)048-952-2700代表取締役 加藤忠

埼玉県三郷市幸房５３８－２
土木工事 建築工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

C　(651) B　(752) B　(666) 　(648)

2030002048207

1040001アクモス

アクモス(株)
　(663)03-5217-3121代表取締役 飯島秀幸

東京都千代田区神田小川町３－２６－８
電気通信工事建設工事

8010001009651

1030171アゴラゾウエン

アゴラ造園(株) 埼玉支店
B　(771)04-2944-7650支店長 原和久

埼玉県所沢市下安松１８７－４
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(659) B　(666) 　(1019)

5011601000283

1030597アサヌマグミ

(株)淺沼組 さいたま支店
A　(1544)048-764-8092支店長 西井基永

埼玉県さいたま市南区沼影１－１０－１ ラムザタワー
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1758) A　(872) 　(1326) 　(1326)

8120001022651

1030632アサノコウムテン

(株)浅野工務店
B　(864)047-341-1234代表取締役 浅野実

千葉県松戸市小金清志町３－５９
建築工事建設工事

7040001034747

1030771アサノサクセンカンコウ

浅野さく泉管工(株)
B　(790)04-7125-5511代表取締役 浅野泰泉

千葉県野田市横内４２－１１
土木工事 建築工事 管工事 ほ装工事 さく井工事建設工事

B　(747) A　(900) B　(673) 　(810)

3040001071050
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1030277アサノタイセイキソエンジニアリング

(株)アサノ大成基礎エンジニアリング
　(958)03-5246-4175代表取締役 平山光信

東京都台東区北上野２－８－７
とび･土工工事 さく井工事 解体工事建設工事

　(909) 　(882)

5010001078914

1030466アサヒクリエイト

(株)旭クリエイト
B　(873)0480-59-1112代表取締役 白石謹章

埼玉県久喜市西大輪２０８８－１
土木工事 建築工事 管工事 機械器具設置工事 消防施設工事建設工事

B　(714) A　(985) 　(709) 　(709)

9030001031347

1030590アサヒコウギヨウシヤ

(株)朝日工業社 北関東支店
A　(1757)048-643-2911支店長 山沖文雄

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９ ニッセイ大宮桜木町
ビル９階

管工事 消防施設工事建設工事

　(1099)

5010401000023

1030743アサヒソウギヨウ

(株)アサヒ総業
D　(571)048-876-0207代表取締役 瀧澤隆一

埼玉県さいたま市緑区東浦和４－２６－１５－３０５
土木工事 とび･土工工事 しゅんせつ工事建設工事

　(573) 　(566)

8030001000022

1030031アサヒテツク

朝日テック(株)
　(690)0297-72-9131代表取締役 中西克己

茨城県取手市新町１－６－３３
機械器具設置工事建設工事

6050001027354

1031002アサヒデンキコウギヨウ

旭電気工業(株)
　(911)048-665-7151代表取締役 北見賢司

埼玉県さいたま市大宮区大成町３－４３０
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(701) 　(739)

2030001000473

1030089アサヒトコウ

アサヒ塗工(株)
　(802)048-965-1591代表取締役 高橋吉彦

埼玉県越谷市東大沢４－２４－８
塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(729) 　(643)

4030001063510

1030203アサヒトソウコウゲイシヤ

(有)旭塗装工芸社
　(581)048-663-6509代表取締役 竹ノ谷純宏

埼玉県さいたま市北区日進町１－３７４
とび･土工工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(743) 　(600) 　(581)

3030002000752

1030920アサヒボウサイセツビ

旭防災設備(株)
　(858)03-5717-9119代表取締役 小池一男

東京都世田谷区瀬田１－２２－１９
電気工事 消防施設工事建設工事

　(986)

5010901000539

1031114アサヒメンテツク

(株)アサヒメンテック
　(742)048-647-5651代表取締役 酒井康雄

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４７
電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

C　(660) 　(726) 　(698)

2030001009911

1030842アサミデンキ

浅海電気(株) 埼玉営業所
　(1474)048-642-8862埼玉営業所長 黒下卓範

埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１３０
電気工事建設工事

8120001059958

1030126アシモリエンジニアリング

芦森エンジニアリング(株)
A　(1239)03-5823-3050東日本営業部長 水馬祐志

東京都千代田区岩本町２－６－９
土木工事 管工事 水道施設工事建設工事

A　(989) 　(1057)

7010001036647

1030573アスクレア

(株)アスクレア
B　(831)048-720-8920代表取締役 山本祐子

埼玉県さいたま市大宮区三橋４－５９９－３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(797) B　(792) 　(822)

7030001007373

1030533アステツク

(株)アステック
A　(905)048-857-5757代表取締役 佐藤公則

埼玉県さいたま市桜区道場拾石田７０９－１
管工事建設工事

5030001000157

1031136アズビル

アズビル(株) ビルシステムカンパニー北関東支店
　(1869)048-600-6071支店長 内田睦

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
電気工事 管工事建設工事

A　(1666)

9010001096367

1030276アズマコウギヨウ

(株)東工業
　(595)03-3765-5021代表取締役 東俊光

東京都大田区昭和島２－４－２
機械器具設置工事建設工事

9010401001744
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1030964アズマコウムテン

(株)東工務店
B　(712)03-3895-9978代表取締役 小根澤美和

東京都荒川区東尾久３－９－１５
土木工事 建築工事 内装仕上工事 解体工事建設工事

A　(950) 　(814) 　(650)

9011501005321

1030390アズミカンキヨウセイビ

安住環境整美(株)
C　(618)048-798-7289代表取締役 大澤佑介

埼玉県さいたま市岩槻区高曽根１０３７
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(616) C　(616) 　(618)

3030001018028

1030952アスライブ

(株)アスライブ
　(901)0285-32-6350代表取締役 荒井不二夫

栃木県小山市粟宮１－９－９
電気工事 管工事 機械器具設置工事 電気通信工事 水道施設工事建設工事

B　(783) 　(752) 　(740) 　(664)

8060001015835

1031061アセント

(株)アセント
　(851)03-5419-6022代表取締役 木越健二

東京都港区芝浦４－１６－２３
電気工事 電気通信工事建設工事

　(962)

3120001073443

1040013アダチグミ

(株)安達組
D　(538)0278-22-0085代表取締役 安達政喜

群馬県沼田市下久屋町３９４－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(582) C　(624)

2070001027249

1030664アツキコウジ

(株)當木工事
A　(1081)03-3832-1929代表取締役 當木仁

東京都台東区東上野１－６－４
管工事建設工事

2010501000215

1030079アツプテール

(株)アップテール
D　(578)048-884-9452代表取締役 高橋宏政

埼玉県さいたま市岩槻区飯塚１２３２－１
土木工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

C　(611) 　(683) 　(578)

2030001019530

1030807アヅマコウギヨウ

吾妻工業(株)
C　(688)048-641-4151代表取締役 高橋正雄

埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－４７－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(997) 　(683) B　(686) 　(883)

4030001000505

1030687アテイ

(株)アティ
B　(773)04-2942-2241取締役社長 渡辺照雄

埼玉県所沢市北所沢町２２４２－８
土木工事 とび･土工工事 石工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(683) 　(683) B　(683) 　(961)

2030001025594

1030002アドバン

アドバン(株)
D　(469)048-951-3771代表取締役 竹村誠

埼玉県草加市青柳７－３６－１１
建築工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(556) 　(589)

4030001038925

1031162アネザキコウギヨウ

姉崎興業(株)
B　(902)048-252-4551代表取締役 姉崎祐二

埼玉県川口市青木２－１４－７
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(774) C　(640) B　(770) 　(640)

5030001073599

1030845アペツクエンジニアリング

(株)アペックエンジニアリング 川口営業所
A　(1238)048-264-1110営業所長 梅田誠明

埼玉県川口市上青木４－１６－３８
管工事建設工事

1030001015274

1030844アベニツコウコウギヨウ

(株)安部日鋼工業 北関東営業所
A　(1429)048-845-7201所長 奥住剛

埼玉県さいたま市南区文蔵４－２１－１５ コスモ浦和南セカンド
ステージ１０６

土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

　(1266) 　(1014) 　(1360)

3200001000249

1031189アポロコウギヨウ

アポロ工業(株)
C　(694)04-2949-1931代表取締役 四家清美

埼玉県所沢市狭山ヶ丘２－１０３－１２
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(770) 　(750)

1030001025372

1030550アマノ

アマノ(株)
　(1482)045-401-1441代表取締役 津田博之

神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５
電気工事 管工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

A　(1274) 　(1004) 　(1298) 　(1187)

3020001019365

1030858アミユーズ

(株)アミューズ
B　(791)048-859-3441代表取締役 吉田優

埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－６－２３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事 造園工事建設工事

　(839) B　(754) 　(742) 　(884)

3030001000299
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1030706アライグミ

(株)新井組 埼玉営業所
A　(1391)048-788-2180営業所長 北口康之

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町２－１０８－１０
土木工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(899) 　(1025)

9140001067900

1030168アライコウギヨウ

新井工業(株)
B　(827)0480-32-5511代表取締役 新井秀武

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸３－８－９
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

B　(749) 　(831) B　(738) 　(1058)

7030001051801

1030188アラキケンセツコウギヨウ

荒木建設工業(株)
A　(1011)048-645-3213代表取締役 荒木隆憲

埼玉県さいたま市大宮区天沼町１－４７６－２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

　(733) B　(811) 　(698) 　(698)

5030001000537

1030366アラキシヤジセツケイ

(有)荒木社寺設計
B　(770)0494-22-0416代表取締役 坂本勝

埼玉県秩父市山田１６６９
建築工事建設工事

2030002121129

1031019アリガ

(株)アリガ
B　(913)03-3364-2571代表取締役 玉井弘喜

東京都新宿区北新宿４－１７－６
建築工事 管工事 内装仕上工事建設工事

A　(1132) 　(1051)

8011101001275

1040011アルソツクフアシリテイーズ

ＡＬＳＯＫファシリティーズ(株)
　(823)03-3264-2923代表取締役 大谷啓

東京都中央区日本橋３－１２－２
電気工事 管工事 消防施設工事建設工事

B　(869) 　(685)

2010001062433

1031020アンギヨウエンゲイ

安行園芸(株)
B　(720)048-295-1990代表取締役 宇田川謙

埼玉県川口市安行領家３０７
土木工事 ほ装工事 造園工事建設工事

B　(719) 　(918)

4030001073534

1030792アンス

(株)アンス
　(576)03-5761-5762代表取締役 荒生祐一

東京都狛江市和泉本町１－１２－１－２０１
とび･土工工事 鋼構造物工事 内装仕上工事 造園工事建設工事

　(570) 　(546) 　(624)

3012401020399

1031180アンドウコウムテン

(株)安東工務店
B　(845)04-2953-3143代表取締役 安東英樹

埼玉県狭山市入間川２－３０－１７
建築工事 とび･土工工事 防水工事 解体工事建設工事

　(733) 　(663) 　(740)

4030001026087

1030564アンドウハザマ

(株)安藤・間 埼玉営業所
A　(1913)048-658-1880所長 加藤秋哉

埼玉県さいたま市大宮区仲町１－１０４
土木工事 建築工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1932) 　(1503) 　(1500) 　(1518)

2010401051696

1030608イーアンドエス

(有)イーアンドエス
B　(717)048-224-8366代表取締役 鈴木順一

埼玉県川口市元郷４－１４－７
土木工事 ほ装工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

B　(655) 　(836) 　(736)

4030002100213

1030227イーエスピー

(株)イー・エス・ピー
D　(581)0480-32-5454代表取締役 中川定雄

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸３１３３
土木工事 とび･土工工事 電気工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(727) 　(689) C　(577) 　(642)

6030001052040

1030911イイダテツコウ

飯田鉄工(株)
　(860)055-266-6644代表取締役 飯田康雄

山梨県笛吹市境川町石橋１３１４
機械器具設置工事建設工事

2090001006473

1030912イイダテツコウ

飯田鉄工(株) 関東支店
　(889)048-859-4819支店長 前田日出夫

埼玉県さいたま市中央区上落合２－３－２－８１７
とび･土工工事 鋼構造物工事建設工事

　(1195)

2090001006473

1030379イーテクノス

イーテクノス(株)
　(948)048-525-1131代表取締役 久保田努

埼玉県熊谷市太井３７－６
電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

B　(765) 　(692) 　(693)

8030001086672

1030356イートラスト

(株)イートラスト
　(1071)0258-21-2500代表取締役 酒井龍市

新潟県長岡市北陽１－５３－５４
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(739) 　(955) 　(761)

1110001022452



6頁　　：

業者名
所在地

業種5業種4業種3業種2

役職 代表者名 格付1　評点（客観）電話番号

業者番号 業種1

入札参加資格者名簿

得意コード1 得意コード2 得意コード3 得意コード4 得意コード5

格付2　評点（客観） 格付3　評点（客観） 格付4　評点（客観） 格付5　評点（客観）

法人番号

1030088イートラストサイタマ

(株)イートラスト埼玉
　(698)048-556-6101代表取締役 山本和利

埼玉県行田市栄町８－１２
とび･土工工事 電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(1011) B　(724) 　(782) 　(756)

2030001086736

1030451イイヌマコウムテン

(株)飯沼工務店
A　(904)048-663-3465代表取締役 飯沼隆

埼玉県さいたま市北区宮原町４－６７－１
管工事 消防施設工事建設工事

　(676)

7030001000717

1040028イカツ

(株)伊勝
A　(1141)045-502-1604代表取締役 伊藤勝美

神奈川県横浜市鶴見区生麦１－５－３
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(1073) 　(860)

7020001016607

1030761イケガミカンコウ

(株)池上管工
C　(670)048-624-2044代表取締役 池上幸一

埼玉県さいたま市西区土屋４９１－１
土木工事 管工事 ほ装工事建設工事

B　(826) B　(665)

2030001000721

1030985イケダケンセツ

池田建設(株)
A　(1005)03-3263-2900代表取締役 古賀智道

東京都千代田区九段南２－４－１６ 九段ＺＥＮビル
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1202) B　(671) 　(747)

9010401080193

1030810イケナカケンセツ

池中建設(株)
B　(913)048-964-3611代表取締役 中島美三郎

埼玉県越谷市東越谷７－３１－３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

B　(821) 　(818) A　(869) 　(746)

5030001063526

1030473イシイカセイコウギヨウ

石井化成工業(株)
　(733)048-223-5148代表取締役 紀平孝美

埼玉県川口市領家１－１０－８
内装仕上工事建設工事

9030001073711

1030797イシガキ

(株)石垣 営業本部
　(857)03-6848-7822東京営業部長 野口周士

東京都千代田区丸の内１－６－５
電気工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1323) 　(1024)

7010001036671

1030161イシガキメンテナンス

石垣メンテナンス(株) 営業本部
B　(829)03-6848-7853営業本部長 川北義彰

東京都千代田区丸の内１－６－５
管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1129) 　(923)

5010001036665

1030443イシカワケンセツ

石川建設(株) さいたま支店
A　(1216)048-653-1538支店長 丸山嘉夫

埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５１３ セブンビル５０１
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1402) A　(1045) 　(866) 　(1048)

3070001018684

1031200イシデンセツ

(株)石電設
　(771)048-737-1558代表取締役 石川卓也

埼玉県春日部市大沼３－１１０
電気工事建設工事

5030001050805

1030154イシバシケンセツコウギヨウ

石橋建設工業(株) 埼玉支店
A　(1154)048-726-7902支店長 天笠秀之

埼玉県上尾市小泉１－１７－４
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1222) A　(1004) 　(748)

1070001018694

1030343イシハマケンセツ

(株)石浜建設
A　(985)04-7163-8111代表取締役 今井悟史

千葉県柏市泉町１１－１６
土木工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

A　(906) 　(700) 　(700)

4040001065183

1030316イシハラゾウエンドボク

(株)石原造園土木
B　(769)048-748-0825代表取締役 石原保

埼玉県春日部市神間６５３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

　(675) B　(688) 　(767) 　(628)

9030001051709

1030101イスズケンセツ

五十鈴建設(株)
A　(1051)048-472-2334代表取締役 神生幹

埼玉県朝霞市朝志ケ丘３－１－５２
建築工事 解体工事建設工事

　(767)

2030001044611

1030431イソベコウギヨウ

(株)磯部工業
C　(670)048-955-4905代表取締役 磯部賢一

埼玉県三郷市東町４６
土木工事 管工事 消防施設工事建設工事

B　(860) 　(675)

6030001036530
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1030913イダテクノス

伊田テクノス(株) 伊奈営業所
A　(1214)048-720-4888所長 及川直哉

埼玉県北足立郡伊奈町栄６－９１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(1094) A　(978)

6030001070711

1030914イダテクノス

伊田テクノス(株)
A　(1156)0493-22-1170代表取締役社長 楢崎亘

埼玉県東松山市松本町２－１－１
建築工事 解体工事建設工事

　(843)

6030001070711

1031198イチコーコウギヨウ

イチコー工業(株)
A　(983)048-465-2611代表取締役 木村剛士

埼玉県朝霞市溝沼２－１０－２５
管工事 消防施設工事建設工事

　(737)

9030001044605

1030694イトウグミドケン

伊藤組土建(株) 埼玉営業所
A　(1405)048-593-7694営業所長 美濃俊介

埼玉県北本市下石戸下４９７－１１ 冷泉ビル
土木工事 建築工事 鋼構造物工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1455) 　(1196) A　(884) 　(974)

8430001001830

1030315イナガキグミ

(株)稲垣組
B　(855)048-948-6413代表取締役 稲垣知勝

埼玉県三郷市采女１－２２９－５
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 内装仕上工事建設工事

C　(613) 　(696) B　(798) 　(688)

7030001039714

1030027イナバコウギヨウ

稲葉興業(株)
B　(851)048-957-8800代表取締役 稲葉欣真

埼玉県三郷市半田１３５８－３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(793) B　(727) 　(637)

1030001036527

1030581イナモト

(株)いなもと
B　(793)048-665-7044代表取締役 稲本憲一

埼玉県さいたま市北区吉野町１－４００－１２
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(674) B　(830) B　(726) 　(664)

3030001012609

1030214イノウエコウムテン

(株)井上工務店
B　(858)0480-92-0158代表取締役 井上堅一

埼玉県白岡市白岡東１０－１６
土木工事 建築工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事建設工事

B　(896) 　(791) C　(665) B　(769)

5030001030947

1030650イノマタケンセツ

猪又建設(株) 関東支店
A　(1003)048-964-7311支店長 井元裕史

埼玉県越谷市瓦曽根３－４－１６
建築工事建設工事

3110001021535

1030306イベンタス

イベンタス(株)
B　(759)03-5638-6400代表取締役 飯塚秋夫

東京都江東区新大橋２－１３－１１
土木工事 建築工事 とび･土工工事建設工事

B　(772) 　(554)

2010601031481

1031153イマイズミスイドウ

(株)今泉水道
B　(740)048-927-1010代表取締役 今泉夫佐子

埼玉県草加市谷塚上町４８３－３
管工事建設工事

4030001034684

1030480イマニシグミ

(株)今西組 東京支店
A　(1126)03-3354-0581常務取締役支店長 浅沼辰男

東京都新宿区内藤町１ 内藤町ビル４階
建築工事建設工事

8120001022313

1030016イマムラコウギヨウ

今村工業(株)
C　(577)048-978-4331代表取締役 今村肇

埼玉県越谷市南荻島２０４１－３
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(655)

3030001065086

1030254イワキ

(株)岩城 東京営業所
B　(801)03-6809-5991営業所長 亀岡正典

東京都大田区北嶺町１４－９　 フォレスト北嶺１０１号室
土木工事 鋼構造物工事 塗装工事 水道施設工事建設工事

　(994) 　(704) 　(909)

4200001017630

1030331イワサキコウギヨウ

岩崎工業(株)
A　(1097)048-768-2181代表取締役 池田太司

埼玉県蓮田市東３－１０－１３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1227) 　(929) A　(994) 　(1003)

9030001018328

1030273イワホリケンセツコウギヨウ

岩堀建設工業(株)
A　(951)049-225-5111代表取締役 岩堀和久

埼玉県川越市六軒町１－３－１０
土木工事 建築工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1204) B　(842) 　(978)

3030001054353
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1031031インペツクス

インペックス(株)
　(763)048-950-1818代表取締役 井上博之

埼玉県三郷市南蓮沼２１９
塗装工事 防水工事建設工事

　(708)

8030001036537

1030191ウイズウエイストジヤパン

(株)ウィズウェイストジャパン
　(812)048-668-1414代表取締役 山田耕

埼玉県さいたま市大宮区大成町２－２２４－１
機械器具設置工事 清掃施設工事建設工事

　(687)

8030001000971

1031008ウエキグミ

(株)植木組 埼玉営業所
A　(1559)049-246-2097所長 樋山修一

埼玉県川越市新宿町５－４－１
土木工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

　(1054) 　(1166)

8110001017149

1030515ウエストコウギヨウ

(株)ウエスト工業
B　(714)048-787-4876代表取締役 西原正治

埼玉県上尾市藤波４－７５
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(824) B　(719) 　(818)

8030001042907

1031071ウオーターエージエンシー

(株)ウォーターエージェンシー 埼玉営業所
　(919)048-851-3310営業所長 高瀬裕良

埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－１０－２５
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(927)

5011101016763

1030751ウオーターテツク

(株)ウォーターテック 東日本支店
C　(699)03-3456-0795支店長 大隅昌平

東京都港区芝浦３－１６－１
土木工事 電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(763) B　(713) 　(979) 　(1082)

6010401021472

1030028ウシオ

(株)潮
A　(990)048-996-4146代表取締役 川澄吉之

埼玉県八潮市中馬場２８
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

B　(720) B　(846) 　(720) 　(720)

7030001035837

1030665ウチダデンキシヨウカイ

(株)内田電気商会
　(842)0480-23-4611代表取締役 田村盛良

埼玉県久喜市本町２－３－８
電気工事 消防施設工事建設工事

　(690)

5030001030658

1030035ウチダヨウコウ

(株)内田洋行
　(877)03-3555-4064代表取締役 大久保昇

東京都中央区新川２－４－７
大工工事 電気工事 鋼構造物工事 内装仕上工事 電気通信工事建設工事

　(1049) 　(1014) 　(1359) 　(1110)

1010001034730

1031110ウチダリヨクカコウギヨウ

(株)内田緑化興業
A　(976)048-875-1777代表取締役 内田香

埼玉県さいたま市緑区東浦和１－２１－３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

　(734) B　(678) 　(1016) 　(678)

1030001000945

1040025ウチムラコウギヨウ

(株)内村工業
　(1004)03-3364-1611代表取締役 荒木泳輝

東京都新宿区百人町３－１７－１
解体工事建設工事

6011101002449

1030076ウチヤマシヨウジ

(株)内山商事
B　(795)048-223-2861代表取締役 中林和彦

埼玉県川口市弥平３－７－１７
土木工事 建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

B　(750) 　(720) 　(1022)

4030001073880

1030638ウチヤマデンセツ

内山電設(株)
　(970)048-266-6233代表取締役 内山祥章

埼玉県川口市芝２－２１－１５
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(746) 　(734)

3030001073881

1031184ウツノミヤデンシ

宇都宮電子(株)
　(898)028-683-1123代表取締役 上吉原均

栃木県宇都宮市御幸ケ原町４４－１６
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(1023) 　(740)

2060001000669

1030165ウラヤスコウギヨウ

浦安工業(株)
A　(1175)03-3624-2441代表取締役社長 松浦恒典

東京都墨田区錦糸２－８－７
管工事建設工事

2010601009362

1040030ウラワツウシン

(株)浦和通信
　(466)048-839-5872代表取締役 佐伯秀範

埼玉県さいたま市桜区田島４－３０－２７ 浦通ビル
電気工事 電気通信工事建設工事

　(551)

4030001104710
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1030509ウラワデンキコウジ

浦和電気工事(株)
　(927)048-887-5382代表取締役 松村文明

埼玉県さいたま市南区南浦和１－２１－１９
電気工事建設工事

7030001000881

1031063エイシン

(株)栄進
D　(514)03-5637-6350代表取締役 今貴子

東京都墨田区横川４－１１－６
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 しゅんせつ工事 機械器具設置工事建設工事

　(669) 　(477) 　(517) 　(498)

3010602028352

1030775エイシンケンセツコウギヨウ

(株)栄伸建設工業
B　(726)03-3853-5546代表取締役 水島寛

東京都足立区加賀２－１２－１７
建築工事 解体工事建設工事

　(896)

9011802027469

1031132エイチシーネツトワークス

エイチ・シー・ネットワークス(株)
　(985)03-5822-0603代表取締役 大江愼一

東京都台東区浅草橋１－２２－１６ ヒューリック浅草橋ビル４Ｆ
電気通信工事建設工事

4010001115346

1030859エイチワイエスエンジニアリングサービス

(株)ＨＹＳエンジニアリングサービス サービス事
業部サービス本部 　(980)050-3383-3669本部長 森謙一

東京都小平市御幸町３２
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1067)

7012701009163

1030789エイブルハラ

(有)エイブル原
　(625)048-949-2221代表取締役 原洋一

埼玉県三郷市彦倉１－５４－１
電気工事 管工事建設工事

C　(525)

8030002050504

1030720エイワ

(株)栄和
　(663)048-876-9050代表取締役 山田裕保

埼玉県さいたま市見沼区蓮沼５４５－２
電気工事 電気通信工事建設工事

　(794)

5030001001254

1030748エーエイチエス

(有)エー・エイチ・エス
　(599)049-253-0061代表取締役 佐藤千晶

埼玉県富士見市東みずほ台１－５－１ みずほ台ハイム２０３
消防施設工事建設工事

2030002062876

1040027エーシーテクノサンヨー

エーシーテクノサンヨー(株)
A　(884)048-652-4449代表取締役 岩元孝

埼玉県さいたま市北区日進町３－５９７－１
管工事建設工事

6030001001229

1031030エービーシーエアコン

(株)ＡＢＣエアコン
　(608)048-736-6311代表取締役 山崎留奈

埼玉県春日部市大枝６７４
電気工事 管工事建設工事

B　(746)

8030001052682

1030135エール

(株)エール
C　(637)048-711-7328代表取締役 福田正勝

埼玉県さいたま市南区内谷６－３－２２
土木工事 とび･土工工事 電気工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(844) 　(683) C　(637) 　(790)

7030001020070

1030155エオネツクス

(株)エオネックス
B　(810)076-238-1181代表取締役 市山勉

石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４
土木工事 とび･土工工事 管工事 さく井工事建設工事

　(866) B　(826) 　(925)

1220001006394

1030391エクシオグループ

エクシオグループ(株)
　(1147)03-5778-1141代表取締役 舩橋哲也

東京都渋谷区渋谷３－２９－２０
機械器具設置工事 水道施設工事 清掃施設工事建設工事

　(1088) 　(1298)

3011001031955

1031229エクシオグループ

エクシオグループ(株) 埼玉営業所
　(1680)048-621-5550所長 高木諭介

埼玉県さいたま市南区白幡５－１－２３ ＮＴＴ白幡ビル１階
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1856)

3011001031955

1030350エクシオテツク

(株)エクシオテック 北関東営業所
　(1557)027-289-6821所長 須田政史

群馬県前橋市元総社町１－１－４
電気通信工事建設工事

5010801019828

1031036エコー

(株)エコー
　(891)048-571-0803代表取締役 逸見公一

埼玉県深谷市人見３９９－４
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(695) 　(695)

2030001086190
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1030274エコサービス

エコサービス(株)
B　(719)048-587-2681代表取締役 青木伸正

埼玉県深谷市高島５６８－１
管工事 機械器具設置工事 清掃施設工事建設工事

　(775) 　(759)

2030001086199

1030658エコプラン

(株)エコ・プラン
　(926)03-3366-1100代表取締役 三ッ廣修

東京都新宿区西新宿７－２０－１ 住友不動産西新宿ビル２２階
電気工事 管工事 内装仕上工事建設工事

A　(1048) 　(738)

4011101034254

1030162エスアイシー

(株)エス・アイ・シー さいたま支店
　(973)048-729-4064支店長 渡邉健一

埼玉県さいたま市大宮区東町１－１６－２
電気工事建設工事

4040001011311

1030099エスイーシーエレベーター

エス・イー・シーエレベーター(株) 埼玉支社
　(1134)048-650-3831支社長 田村慶太

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１２－７ 大宮西口第２大栄ビ
ル７Ｆ

機械器具設置工事建設工事

6010501005788

1030686エスエーシステム

(株)エスエーシステム
　(681)048-654-3151代表取締役 迫良治

埼玉県さいたま市北区櫛引町２－１２８－３
電気工事 電気通信工事建設工事

　(736)

4030001001271

1030253エスシーエス

エスシーエス(株)
C　(621)048-936-1234代表取締役 野崎友義

埼玉県草加市青柳２－１９－１０
土木工事 とび･土工工事 管工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

　(616) B　(729) 　(616) 　(621)

2030001034967

1031001エステム

(株)エステム 関東営業所
B　(776)0480-59-3877所長 塚越亨

埼玉県久喜市西大輪３－２１－４
土木工事 電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(968) A　(1054) 　(976) 　(868)

9180001014155

1030442エナジーシステムサービスジヤパン

エナジーシステムサービスジャパン(株) 産業事業
本部 　(1062)03-5762-2037産業事業本部長 新留弘志

東京都大田区平和島６－１－１
電気工事建設工事

9011501008398

1040040エヌイーシーソリユーシヨンイノベータ

ＮＥＣソリューションイノベータ(株)
　(810)048-649-7624代表取締役 杉山清

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ シーノ大宮サウス
ウイング

電気工事 電気通信工事建設工事

　(809)

7010601022674

1030696エヌイーシーネツツエスアイ

ＮＥＣネッツエスアイ(株) 関東支店
　(1607)048-645-0248支店長 大茂博和

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1738)

6010001135680

1030769エヌイーシーフイールデイング

ＮＥＣフィールディング(株) 埼玉支店
　(1337)050-3146-3730埼玉支店長 坂入亜蘭

埼玉県さいたま市北区宮原町２－８５－５
電気工事 管工事 内装仕上工事 電気通信工事建設工事

A　(1120) 　(1143) 　(1289)

3010401022977

1030606エヌエイチケイテクノロジーズ

(株)ＮＨＫテクノロジーズ 関東甲信越業務部
　(1487)03-5456-4748業務部長 夏目敬久

東京都渋谷区神南１－４－１
電気通信工事建設工事

9011001003973

1030953エヌエスカンキヨウ

エヌエス環境(株)
B　(761)03-3432-5451代表取締役 須磨重孝

東京都港区芝公園１－２－９
土木工事 とび･土工工事 しゅんせつ工事 造園工事 解体工事建設工事

　(855) 　(724) 　(724) 　(743)

4010401004900

1030373エヌエヌシーエンジニアリング

(株)ＮＮＣエンジニアリング 南魚沼支社
A　(1054)025-779-2141支社長 中島直人

新潟県南魚沼市大崎４３６９－２
管工事 機械器具設置工事 さく井工事 解体工事建設工事

　(900) 　(1073) 　(810)

2110001025685

1040035エヌケー

(株)エヌケー
B　(715)048-957-7998代表取締役 尾形信昌

埼玉県三郷市早稲田２－３－１５ 島村ビル２階
建築工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 解体工事建設工事

　(571) 　(549) 　(652) 　(520)

7030002050983

1030025エヌテイテイデータアイ

(株)ＮＴＴデータ・アイ
　(952)03-6280-7850代表取締役社長 青木弘之

東京都新宿区揚場町１－１８ 飯田橋ビル３階
電気通信工事建設工事

2011101056358
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1030974エヌテイテイヒガシニホンカンシンエツ

(株)ＮＴＴ東日本－関信越
　(683)048-626-5249代表取締役 石川達

埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－１７
電気通信工事建設工事

2030001010159

1030973エバラジツギヨウ

荏原実業(株) 関東支社
A　(1056)048-824-0351支社長 原川和之

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－４
土木工事 電気工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1328) 　(1405) 　(1273)

5010001039024

1030880エバラシヨウジ

荏原商事(株) 関東支社
　(1305)048-650-0712支社長 伊藤基之

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４７
電気工事 管工事 機械器具設置工事 電気通信工事 水道施設工事建設工事

A　(1089) 　(1290) 　(939) 　(1189)

2010001062813

1030062エバラセイサクシヨ

(株)荏原製作所 北関東支社
　(1235)048-646-7129支社長 吉田英吾

埼玉県さいたま市北区奈良町１４－３
電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

A　(1380) 　(1587) 　(1291)

1010801001748

1031028エバラデンサン

(株)荏原電産
　(1145)03-6275-6532代表取締役 川本栄治

東京都大田区羽田旭町１１－１
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(842) 　(1004)

3010801001754

1030571エフオート

(株)エフォート
D　(521)045-374-5105代表取締役 富澤啓介

神奈川県横浜市磯子区杉田５－２９－７
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(694) 　(806) C　(521) 　(521)

9021001042649

1030736エフコウゲイ

(株)エフ広芸
　(703)048-978-1000代表取締役 布川勝己

埼玉県越谷市平方４８５
とび･土工工事 塗装工事建設工事

　(691)

2030001063669

1030221エムエスケイ

(株)ＭＳＫ
D　(558)048-872-0050代表取締役 大澤由紀夫

埼玉県さいたま市南区鹿手袋７－１１－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(655) C　(554) 　(637)

3030001094242

1030208エムテツク

(株)エムテック
C　(511)0466-86-6571代表取締役 菊地俊文

神奈川県藤沢市遠藤２００５－１
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(465)

9021001007866

1030387エルゴテツク

エルゴテック(株)
A　(1230)045-683-1570代表取締役 山下博幸

神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－３
管工事建設工事

9020001027841

1030182オイカワコウギヨウ

老川工業(株)
　(576)048-267-2121代表取締役 老川智大

埼玉県川口市芝宮根町１－５
ガラス工事 建具工事建設工事

　(792)

6030001074027

1030194オオアソスイシツカンリ

大阿蘇水質管理(株)
　(708)048-974-8011代表取締役 江藤真吾

埼玉県越谷市大林２７２－１
電気工事 管工事建設工事

B　(757)

7030001063689

1030493オオカワコウギヨウ

(株)大川工業
B　(803)048-996-1289代表取締役 大川和晃

埼玉県八潮市南後谷８９８－３７
土木工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

B　(742) 　(651) 　(651)

3030001035865

1031096オオクボデンキ

(株)大久保電気
　(876)048-974-4051代表取締役 大久保修蔵

埼玉県越谷市袋山１５５４－３
電気工事建設工事

9030001063695

1030905オオクマゾウエン

(株)大熊造園
　(692)048-296-2257代表取締役 大熊雄二

埼玉県川口市安行９２
造園工事建設工事

1030001074023

1030394オオクマトソウ

(株)オオクマ塗装
　(791)048-985-1501代表取締役 大熊義之

埼玉県越谷市南町１－４－２２
塗装工事 防水工事建設工事

　(762)

6030001063698
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1030080オオシログミ

(株)大城組
A　(954)047-322-1166代表取締役社長 佐々木建雄

千葉県市川市真間３－１０－２３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1151) 　(759) B　(763) 　(953)

2040001025841

1030193オオツカグリーン

(株)大塚グリーン
　(747)048-687-8424代表取締役 大塚明祥

埼玉県さいたま市見沼区東宮下４８８
造園工事建設工事

8030001009138

1031216オオツカデンセツ

大塚電設(株)
　(903)048-822-9456代表取締役 大塚薫

埼玉県さいたま市浦和区岸町２－３－１５
電気工事建設工事

2030001001397

1030674オオノケンセツ

大野建設(株)
B　(810)048-553-0100代表取締役 大野哲也

埼玉県行田市持田３－４－３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

A　(1235) 　(810) 　(981)

8030001086747

1031126オオバデンキシヨウカイ

(株)大庭電気商会
　(963)049-244-2455代表取締役 大庭正巳

埼玉県川越市脇田本町２５－１
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(731) 　(751)

3030001054436

1031048オオバヤシグミ

(株)大林組 関東支店
A　(2018)048-621-5130常務執行役員関東支店長 多尾田望

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(2042) 　(1835) 　(1538) 　(1504)

7010401088742

1030092オオミヤカンコウ

大宮管工(株)
C　(664)048-663-2154代表取締役 吉野弘晃

埼玉県さいたま市北区奈良町１５４
土木工事 管工事 水道施設工事 消防施設工事建設工事

A　(932) 　(649) 　(659)

4030001001528

1030483オオモトグミ

(株)大本組 東京支店
A　(1676)03-6752-7007執行役員支店長 監物昭夫

東京都港区南青山５－９－１５ 青山ＯＨＭＯＴＯビル
土木工事 建築工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

A　(1695) 　(1345) 　(1063)

7260001001493

1031166オオヤリヨクカ

(株)大谷緑化
C　(620)048-684-5912代表取締役 堀江良彰

埼玉県さいたま市見沼区大谷４０６
土木工事 とび･土工工事 造園工事建設工事

　(615) 　(695)

3030001001652

1030722オール

(株)オール
C　(660)04-2949-9275代表取締役 青木啓之

埼玉県所沢市林１－１９４－４
土木工事 管工事建設工事

C　(607)

5030001023802

1030635オカザキコウゲイ

(株)岡崎巧芸
　(630)048-798-7770代表取締役 岡崎拓也

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田１０８３－１
鋼構造物工事 内装仕上工事建設工事

　(465)

6030001017811

1030132オカジマデンキシヨウカイ

(株)岡島電気商会
　(936)049-242-3331代表取締役 小川信雄

埼玉県川越市脇田新町８－１９
電気工事 消防施設工事建設工事

　(717)

7030001054440

1031168オカニワケンザイコウギヨウ

岡庭建材工業(株)
B　(763)048-955-4411代表取締役 岡庭正明

埼玉県三郷市鷹野４－５９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(759) B　(724)

3030001036582

1030719オカニワリヨクカエン

(株)岡庭緑花園
C　(663)048-956-3930代表取締役 岡庭吉豪

埼玉県三郷市鷹野１－４３４
土木工事 とび･土工工事 造園工事建設工事

　(648) 　(707)

1030001036576

1030285オカベ

(株)岡部
A　(1106)0763-66-2306代表取締役 岡部竜一

富山県南砺市祖山３９
土木工事 建築工事 とび･土工工事 造園工事建設工事

A　(1015) 　(1014) 　(952)

3230001008891

1030599オカムラデンキ

(株)岡村電機
　(901)048-882-3685代表取締役 岡村一巳

埼玉県さいたま市緑区原山４－７－２
電気工事 管工事 機械器具設置工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

C　(647) 　(632) 　(635) 　(647)

3030001001446
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1031185オガワケンセツ

(株)小川建設 埼玉支店
A　(1375)048-832-7101支店長 中島秀樹

埼玉県さいたま市中央区下落合６－１－５
建築工事建設工事

7011101004064

1030053オガワコウギヨウ

小川工業(株) さいたま営業所
A　(1223)048-778-7750営業所長 吉野武雄

埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－７３－１３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1193) 　(1097) A　(1046) 　(991)

6030001086732

1030083オキクロステツク

ＯＫＩクロステック(株) 第二支社
　(1399)048-855-7580支社長 佐藤真央

埼玉県さいたま市中央区上峰３－１０－５
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1445)

6010701001991

1030361オギシ

(株)ＯＧＩＳＨＩ
　(724)048-949-7677代表取締役 小岸昭義

埼玉県三郷市中央１－１２－４ ＯＧＣビル
とび･土工工事建設工事

3030002051762

1030237オギデン

(株)おぎでん
B　(714)049-231-4088代表取締役 平野敦照

埼玉県川越市鯨井１８６５－２
土木工事 電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(969) B　(766) 　(725) 　(717)

6030001054458

1030408オキデンキコウギヨウ

沖電気工業(株)
　(1098)03-5445-6092代表取締役 鎌上信也

東京都港区虎ノ門１－７－１２
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(1349) 　(1130)

7010401006126

1030639オキナヤ

(株)オキナヤ
B　(857)048-539-3333代表取締役 藤間太郎

埼玉県熊谷市江南中央２－１７－１
建築工事 とび･土工工事 管工事 機械器具設置工事 消防施設工事建設工事

　(897) A　(1002) 　(869) 　(727)

3030001084532

1031073オクアンツーカ

奥アンツーカ(株) 東京支店
A　(1209)03-5835-0150支店長 奥真人

東京都台東区三筋１－１０－４
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(963) A　(1223) 　(1102)

2122001014758

1030633オクトミデンキコウジ

(株)奥富電気工事
　(785)048-266-8874代表取締役 稲川晴行

埼玉県川口市前上町２９－１３
電気工事建設工事

1030001074147

1030528オクムラグミ

(株)奥村組 東京支店
A　(1808)03-5427-2325執行役員支店長 大熊一由

東京都港区芝５－６－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

A　(1844) 　(1337) 　(1197) 　(1414)

7120001004931

1030113オクムラグミドボクコウギヨウ

奥村組土木興業(株) 東京支店
A　(1499)03-5473-1681執行役員支店長 高辻健二

東京都港区浜松町２－６－２ 浜松町２６２ビル４階
土木工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

A　(1362) 　(864) 　(791)

2120001028670

1030097オクヤマスポーツドボク

奥山スポーツ土木(株)
　(878)0422-52-1313代表取締役 奥山勝大

東京都武蔵野市境２－８－４
とび･土工工事建設工事

5012401010951

1030215オグラケンセツ

小倉建設(株)
A　(1022)04-7132-3556代表取締役 小倉宏庸

千葉県柏市若柴１６２－１
建築工事建設工事

6040001065339

1030702オケシンセツビ

(株)桶新設備
B　(885)048-974-4716代表取締役 山崎達雄

埼玉県越谷市西新井８９８
土木工事 管工事建設工事

A　(917)

6030001063731

1030327オザワコウギヨウ

小沢工業(株)
B　(797)048-555-3333代表取締役 大石理恵

埼玉県行田市栄町１３－３２
土木工事 建築工事建設工事

A　(993)

3030001086735

1030234オザワドウロ

小沢道路(株)
B　(919)0480-24-2424代表取締役 吉田美江

埼玉県久喜市久喜東２－３６－２９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(933) A　(987) 　(684) 　(684)

1030001031387
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1031058オザワロード

オザワロード(株)
B　(821)048-977-7595代表取締役 小澤政子

埼玉県越谷市大泊５６４－２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

　(889) A　(945) 　(661) 　(661)

1030001066136

1030646オダコウギヨウ

(株)織田興業
B　(918)048-996-1181代表取締役 織田隆志

埼玉県八潮市中央１－３－１３
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

C　(664) B　(789) 　(730) 　(649)

8030001112949

1031202オノグミ

(株)小野組 関東支店
A　(1127)048-762-9901執行役員支店長 五十嵐千春

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２０－３ 北浦和第二大栄ビル３
階

土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1165) 　(1026) A　(976) 　(901)

2110001013203

1030900オノザトコウギヨウ

小野里工業(株)
A　(978)027-231-4211代表取締役 小野里拓也

群馬県前橋市下小出町１－１－１２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1171) 　(936) A　(943) 　(846)

3070001000667

1030084オノボウスイ

小野防水(株)
D　(514)0299-22-4031代表取締役 小野賢造

茨城県石岡市谷向町４－２５
土木工事 建築工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

D　(514) 　(582) 　(636) 　(549)

5050001011318

1030695オプテツク

(株)オプテック
　(657)048-959-9992代表取締役 古谷守弘

埼玉県八潮市木曽根６９７－１
電気工事 電気通信工事建設工事

　(696)

9030001092463

1030065オマタシヤツターコウギヨウ

小俣シャッター工業(株) さいたま営業所
　(782)048-833-2131さいたま営業所長 成家茂里男

埼玉県さいたま市中央区下落合７－１－２１
建具工事建設工事

6011501001604

1030104オリエンタルシライシ

オリエンタル白石(株) 埼玉営業所
A　(1671)048-833-0741所長 川崎靖幸

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－４
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(1440) 　(1303) A　(939) 　(1232)

7010601040057

1030870オリザ

(株)オリザ
D　(553)04-2964-6600代表取締役 宮越豊

埼玉県入間市上藤沢３８８－１８
建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(556) 　(766)

5030001027984

1030790オルカ

(株)オルカ 埼玉支店
　(648)048-950-8942支店長 中山幸弘

埼玉県八潮市大瀬２－５－６
解体工事建設工事

2030001109208

1030800オルガノ

オルガノ(株) 環境事業部
　(1268)03-5635-5180環境事業部長 佐藤博昭

東京都江東区新砂１－２－８
電気工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1600) 　(1338)

3010601025111

1030741ガーデンアシスト

(株)ガーデンアシスト
　(629)048-720-8269代表取締役 栗原剛

埼玉県春日部市藤塚１７０６－８
とび･土工工事建設工事

4030001117159

1031017ガイアート

(株)ガイアート 北関東支店
A　(1444)048-816-3631支店長 早川雅隆

埼玉県さいたま市中央区新都心４－１ ＦＳＫビル３Ｆ
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(1196) A　(1621) 　(912)

8011101004344

1030491カイセイコウギヨウ

開成工業(株)
　(1137)096-272-5521代表取締役 德安正範

熊本県熊本市北区植木町石川４５０－１
鋼構造物工事 機械器具設置工事建設工事

　(939)

7330001010454

1031164カイドウケンセツギヨウ

開道建設業(同)
A　(1038)048-855-1024代表理事 杉本正輝

埼玉県さいたま市桜区神田３－７
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(773) B　(871) A　(937) 　(736)

6030005000648

1030943カイリヨウ

(有)皆良
D　(554)048-954-6991代表取締役 長谷川宏

埼玉県三郷市幸房１２４－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(534) C　(511) 　(488)

4030002048881
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1031150カガタグミ

(株)加賀田組 埼玉営業所
A　(1421)048-649-7280所長 光島正

埼玉県さいたま市大宮区上小町１１２９－２
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1527) A　(1324) 　(976) 　(1068)

1110001001051

1030402カキモトシヨウカイ

(株)柿本商会 東京支店
　(1406)03-3252-4601支店長 西本滋一

東京都千代田区鍛冶町１－８－５ 新神田ビル
電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

A　(1450) 　(1290) 　(1173)

6220001001754

1030064カクトウ

(株)角藤 さいたま営業所
A　(978)048-642-6808営業所長 東秀樹

埼玉県さいたま市大宮区宮町２－７７－１ マル星第２ビル３Ｆ
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事建設工事

　(1429) 　(1474)

9100001000600

1030991カサタニ

(株)カサタニ
　(736)048-844-8138代表取締役 笠谷龍太郎

埼玉県さいたま市桜区南元宿１－６－１５
防水工事建設工事

6030001012069

1030202カジマケンセツ

鹿島建設(株) 関東支店
A　(2022)048-658-7840常務執行役員支店長 田所武士

埼玉県さいたま市大宮区下町２－１－１
土木工事 建築工事 鋼構造物工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(2042) 　(1514) 　(1355) 　(1246)

8010401006744

1030869カジマドウロ

鹿島道路(株) 埼玉営業所
A　(1525)048-782-7855所長 根本英治

埼玉県上尾市浅間台３－４－２
土木工事 とび･土工工事 石工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(1472) 　(1003) A　(1767) 　(918)

1010001001805

1031102カスガカイタイコウギヨウ

春日解体工業(株)
　(680)03-3848-1871代表取締役 昌本英明

東京都足立区梅田７－１５－４ 梅島コーポ１０１号
とび･土工工事 解体工事建設工事

　(798)

1011801006877

1030949カスガサンギヨウ

(株)春日産業 埼玉営業所
　(872)048-626-1321営業所長 春日真澄

埼玉県さいたま市西区塚本町２－４９－１
さく井工事 水道施設工事建設工事

　(708)

7011401001348

1030206カタヤマ

(株)カタヤマ
A　(1062)048-852-5000代表取締役 片山雄一郎

埼玉県さいたま市桜区西堀８－２１－３５
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(992) 　(863) A　(895) 　(816)

5030001001816

1030669カツパコウギヨウ

かっぱ工業(株)
B　(827)048-266-2488代表取締役 浅香陽

埼玉県川口市上青木５－２－３
管工事建設工事

8030001074371

1030598カトウケンセツ

(株)加藤建設 東京支店
A　(1513)03-3637-5341執行役員支店長 佐藤嘉行

東京都江東区大島３－１９－２ １Ｆ・２Ｆ
土木工事 鋼構造物工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

　(895) A　(1320) 　(881) 　(881)

1180001096804

1030624カトウシヨウジ

(株)加藤商事
B　(700)048-624-1611代表取締役 秋谷信仁

埼玉県さいたま市西区中釘２２２８－５
土木工事 とび･土工工事 管工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

　(605) C　(590) 　(582) 　(582)

7030001014196

1031012カトウシヨウジ

(株)加藤商事
B　(906)048-624-5335代表取締役 加藤隆

埼玉県さいたま市西区内野本郷２９７－４
土木工事 管工事 ほ装工事 塗装工事 水道施設工事建設工事

B　(831) B　(831) 　(688) 　(688)

9030001001969

1030110カトウニホンダナ

(株)加藤日本店
B　(896)048-982-1247代表取締役 互井明世

埼玉県吉川市加藤４４３
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(738) B　(767) B　(824) 　(722)

3030001065508

1030447カドクラテクノ

門倉テクノ(株) 関東支店
　(1013)048-871-1005支店長 門倉拓也

埼玉県さいたま市浦和区元町１－２４－２５
電気工事建設工事

9070001004654

1030475カドスイドウコウギヨウ

(株)角水道工業
B　(804)048-952-5580代表取締役 篠田始之

埼玉県三郷市三郷３－６－３
土木工事 管工事 ほ装工事建設工事

B　(775) B　(654)

7030001036620
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1030264カナイシヨウボウキザイ

(株)カナイ消防機材
　(781)049-242-5327代表取締役 金井隆男

埼玉県川越市下松原６３９－４
消防施設工事建設工事

8030001056824

1031160カナスギケンセツ

金杉建設(株)
A　(1169)048-737-6211代表取締役 吉川祐介

埼玉県春日部市南１－６－９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(830) A　(960) 　(747) 　(747)

7030001050910

1031085カネクラ

(株)カネクラ
　(874)048-986-3834代表取締役 植竹完治

埼玉県越谷市蒲生愛宕町１１－３４
電気工事 管工事建設工事

B　(824)

3030001063791

1030847カネコケンセツ

金子建設(株)
B　(923)0480-33-0256代表取締役 金子繁子

埼玉県南埼玉郡宮代町東１０７
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

B　(830) 　(819) B　(825) 　(787)

1030001051633

1030109カネコセツビ

(株)金子設備
C　(654)048-773-6057代表取締役 金子光利

埼玉県上尾市小泉９－３－１４
土木工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

B　(866) B　(651) 　(637)

1030001041287

1031081カブキケンセツ

株木建設(株) 北関東支店
A　(1438)048-822-2181支店長 岡本和也

埼玉県さいたま市浦和区仲町３－２－２４
建築工事建設工事

7050001004071

1030919カマチヨウセイコウ

鎌長製衡(株)
　(1003)087-845-1111代表取締役 鎌田長明

香川県高松市牟礼町牟礼２２４６
機械器具設置工事 清掃施設工事建設工事

　(734)

6470001000095

1030462カヤブキヤネホゾンキヨウカイ

(株)茅葺屋根保存協会
B　(712)0285-51-0786代表取締役 水野暁彦

栃木県下野市大光寺１－５－１１
建築工事 屋根工事建設工事

　(707)

9060001014885

1030409カワキタデンキコウギヨウ

川北電気工業(株) 埼玉営業所
　(1484)04-2900-6811営業所長 渡部智

埼玉県狭山市東三ツ木２７０
電気工事建設工事

1180001035290

1030951カワグチドボクケンチクコウギヨウ

川口土木建築工業(株) 春日部営業所
A　(975)048-754-0180所長 村上徹

埼玉県春日部市八丁目３２５
土木工事 建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

A　(1466) 　(1136) 　(1105)

2030001074253

1030078カワサキジユウコウギヨウ

川崎重工業(株)
　(1680)03-3435-6655代表取締役 橋本康彦

東京都港区海岸１－１４－５
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(1613)

1140001005719

1030369カワサキチシツ

川崎地質(株)
　(806)03-5445-2071代表取締役 栃本泰浩

東京都港区三田２－１１－１５ 三田川崎ビル
とび･土工工事 さく井工事建設工事

　(793)

7010401037591

1030757カワジユウレイネツコウギヨウ

川重冷熱工業(株) 東日本支社
A　(1102)03-3649-1401支社長 池村和哉

東京都江東区木場１－５－２５
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(966)

3160001012736

1030843カワダケンセツ

川田建設(株) 埼玉営業所
A　(1581)048-825-7374所長 石崎泰彦

埼玉県さいたま市中央区新中里５－１４－２５
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(1056) 　(1416) A　(872) 　(872)

7011501001074

1030907カワダコウギヨウ

川田工業(株) 東京本社
A　(1275)03-3915-4324取締役橋梁事業部長 内海靖

東京都北区滝野川１－３－１１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事建設工事

A　(1504) 　(1232) 　(1668)

5230001008469

1030601カワナベコウギヨウ

カワナベ工業(株) 埼玉営業所
A　(1011)048-501-8407所長 石井和夫

埼玉県熊谷市曙町１－２３－１ 曙町パレス１－Ａ
土木工事 建築工事 とび･土工工事 防水工事 水道施設工事建設工事

A　(979) 　(855) 　(842) 　(915)

3070001006573
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1030967カワノカイタイコウギヨウ

(株)河野解体工業
　(899)0480-21-0568代表取締役 河野富美男

埼玉県久喜市下早見１５９１
とび･土工工事 解体工事建設工事

　(1054)

1030001030678

1030389カワムラケンセツ

川村建設(株)
A　(1100)0480-48-1818代表取締役 川村昇

埼玉県幸手市西関宿３３０－６
土木工事 管工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

B　(755) A　(866) 　(765)

8030001031389

1030983カワムラケンセツコウギヨウ

(株)川村建設工業
B　(900)048-591-4101代表取締役 川村和久

埼玉県北本市北本４－２７３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(800) B　(830) 　(632) 　(632)

5030001062230

1030422カワモトギケンコウギヨウ

川本技研工業(株)
　(828)048-584-2488代表取締役 岸本彰太郎

埼玉県深谷市荒川８６
電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

B　(821) 　(847) 　(833)

3030001086082

1030518カワモトサービス

川本サービス(株) 首都圏支店
　(848)03-4526-0691支店長 小野生明

東京都文京区小石川５－３２－８
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

A　(1002) 　(795)

3180001035322

1030603カワモトセイサクシヨ

(株)川本製作所 東京支店
A　(993)03-3946-4131支店長 吉田臣寛

東京都豊島区南大塚２－１０－３
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(924)

4180001035321

1030568カンエイメンテナンス

(株)カンエイメンテナンス
　(595)048-554-9511代表取締役 山田正巳

埼玉県行田市桜町１－６－１０
電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事 清掃施設工事建設工事

C　(612) 　(574) 　(577) 　(542)

1030001086761

1030252カンキヨウギケン

(株)環境技研
D　(589)03-3332-7100代表取締役 古畑大志

東京都杉並区南荻窪４－１１－１０
建築工事 電気工事 管工事 機械器具設置工事 清掃施設工事建設工事

　(617) C　(654) 　(618) 　(589)

2011301001568

1031174カンキヨウギケン

環境技建(株)
B　(935)048-969-5777代表取締役 根岸俊剛

埼玉県越谷市宮本町４－５５－１
土木工事建設工事

7030001065082

1030486カンキヨウクリエイト

環境クリエイト(株)
B　(832)048-871-8923代表取締役 森保

埼玉県さいたま市大宮区大成町２－２７７－１ ＫＣビル
建築工事建設工事

8030001058127

1030257カンキヨウケイソウ

環境計装(株)
　(629)049-241-8121代表取締役 達信也

埼玉県川越市今福１７５２－４
機械器具設置工事建設工事

7030001054564

1030555カンスイコウギヨウ

管水工業(株) 埼玉支店
B　(845)048-458-3938取締役支店長 佐藤稔

埼玉県川口市上青木６－７－３ 華ハイツ１階
土木工事建設工事

4070001006507

1030425カンセイ

(株)環生
C　(640)048-662-6366代表取締役 鈴木克明

埼玉県さいたま市北区本郷町１０７７
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(786) C　(640) 　(754)

6030001012449

1030049カンセイコウギヨウ

管清工業(株) 北関東営業所
A　(1185)048-652-7633所長 浅野正順

埼玉県さいたま市北区宮原町４－９５－６
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 塗装工事建設工事

　(1164) A　(863) 　(906) 　(902)

1010901002720

1030169カンダツウシンキ

神田通信機(株) 北関東支店
　(1052)048-641-6068支店長 落合宏行

埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－１６７
電気通信工事建設工事

6010001013597

1030146カンデンコウ

(株)関電工 埼玉支店
A　(1672)048-638-5278常務執行役員北関東・北信越営業本部

長兼埼玉支店長 挾間義浩

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－６ 大宮センタービル９階
土木工事 電気工事 ほ装工事 電気通信工事建設工事

　(1985) A　(1548) 　(1695)

9010401006818
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1030941カントウカコウケンセツ

関東化工建設(株)
B　(865)048-661-5971代表取締役 坂本一郎

埼玉県さいたま市北区宮原町１－５０１－１
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(814) 　(817) C　(648) 　(727)

9030001072795

1030096カントウケンセツコウギヨウ

関東建設工業(株) さいたま支店
A　(1309)048-662-4811支店長 加藤雄一

埼玉県さいたま市北区東大成町１－５４８－３ カンケンさいたま
ビル６Ｆ

土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1641) A　(1119) 　(898)

4070001018972

1031069カントウケンセツコウギヨウ

関東建設興業(株)
B　(771)048-555-2222代表取締役 須永一磨

埼玉県行田市樋上２７２
土木工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(912) 　(1230)

6030001086765

1030057カントウボウスイ

関東防水(株)
　(659)048-652-0250代表取締役 渡辺義功

埼玉県さいたま市北区本郷町６４６－１
塗装工事 防水工事建設工事

　(831)

7030001001913

1030039カントウホーチキ

関東ホーチキ(株) さいたま支社
　(804)048-667-8521支社長 本間裕栄

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５４７
電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(991)

7070001000523

1040024カンドー

(株)カンドー
A　(1391)03-3226-2511代表取締役 加茂孝之

東京都新宿区内藤町１
管工事建設工事

3011101016047

1031089キウチケンセツ

木内建設(株) 東京本店
A　(1358)03-5952-5521取締役本店長 杉山吉雅

東京都豊島区東池袋１－２１－１１ オーク池袋ビルディング６階
土木工事 建築工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1707) A　(1225) 　(1230)

4080001001143

1030351キクチケンセツ

菊池建設(株) 埼玉営業所
A　(1219)048-483-2210所長 岡直樹

埼玉県新座市片山１－１０－２５
建築工事 防水工事建設工事

　(910)

6012701002136

1030574キクテツクアイシーテイセンター

(株)キクテックＩＣＴセンター
D　(548)0480-31-8222代表取締役 岩垂幸宏

埼玉県白岡市荒井新田瀬１１１１－７
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(583) 　(678) C　(548) 　(559)

7180001014140

1030735キシノデンキ

岸野電気(株) 埼玉営業所
　(1091)048-940-0225所長 越智雄二

埼玉県吉川市新栄２－８－３７
電気工事建設工事

2010401007649

1040007キシヨウコウガクケンキユウシヨ

(株)気象工学研究所
　(580)06-6441-1022代表取締役社長 小久保鉄也

大阪府大阪市西区京町堀１－８－５
電気通信工事建設工事

4120001108792

1030896キタガワヒユーテツク

北川ヒューテック(株) 西関東営業所
A　(1246)048-481-6047所長 齋藤憲宏

埼玉県新座市馬場４－１－２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(998) A　(1420)

6220001002307

1030177キタニホンキカイ

北日本機械(株) 関東営業所
A　(1022)045-505-8904所長 小湯原隆宏

神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１
土木工事 鋼構造物工事建設工事

　(1245)

9400001001898

1030413キタノケンセツ

北野建設(株) 埼玉営業所
A　(1428)048-625-3121所長 村田有三

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－５６８－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

A　(1720) 　(1386) 　(1158) 　(1198)

7100001000742

1030219キドウケンセツコウギヨウ

機動建設工業(株) 関東支店
A　(1229)03-5289-4771支店長 舩橋透

東京都千代田区神田紺屋町３８ エスポワールビル６Ｆ
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

　(804) 　(760) 　(1100)

9120001034729

1030697キノシタケンセツ

(株)木下建設
A　(1037)0480-53-6355代表取締役 木下冨喜男

埼玉県白岡市彦兵衛１２８－４
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

B　(835) 　(903) A　(923) 　(745)

6030001051637
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1030774キムラカラー

(株)木村カラー
C　(685)048-523-0846代表取締役 木村廣

埼玉県熊谷市肥塚２－２－１６
建築工事 とび･土工工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(661) 　(783) 　(743) 　(649)

8030001087803

1031116キヤプテイ

(株)キャプティ
A　(1301)03-6897-3320代表取締役 菊山嘉晴

東京都墨田区堤通１－１９－９
土木工事 管工事 ほ装工事建設工事

A　(1422) A　(1190)

8010701019611

1031165キユウデンコウ

(株)九電工 埼玉支社
　(1901)048-729-6697支社長 森武裕之

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１２３ 大栄ツインビルＳ館４階
電気工事 管工事建設工事

A　(1818)

6290001001120

1031170キヨウエイケンセツ

共栄建設(株)
A　(950)048-648-2211代表取締役 原笹治三

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１－２５－１
建築工事 とび･土工工事 塗装工事 防水工事 解体工事建設工事

　(645) 　(642) 　(645) 　(630)

8030001011011

1030929キヨウエイケンソウ

(有)共栄建装
D　(592)048-673-8844代表取締役 帖佐好央

埼玉県さいたま市大宮区寿能町１－６３－４
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(742) 　(716)

2030002018614

1040006キヨウエイデンセツ

(株)共栄電設 埼玉事業所
　(754)048-683-2570所長 山根崇

埼玉県さいたま市見沼区南中丸４０
電気通信工事建設工事

7060001007619

1030887キヨウサンセイサクシヨ

(株)京三製作所 埼玉営業所
　(1418)048-291-3013埼玉営業所長 白井孝夫

埼玉県川口市戸塚東１－８－１８
電気工事建設工事

6020001017093

1030866キヨウヅカコウギヨウ

経塚工業(株) 埼玉営業所
A　(1193)04-2928-2775所長 斉藤史創

埼玉県所沢市久米７５９－２
管工事建設工事

2013301003560

1030839キヨウドウデンキコウジ

共同電気工事(株)
　(824)048-813-7611代表取締役 梶原裕公

埼玉県さいたま市南区南浦和２－３６－１１
電気工事 電気通信工事建設工事

　(654)

7030001009700

1030424キヨウリツジヨウホウツウシン

協立情報通信(株) 埼玉営業所
　(1017)048-954-0642営業所長 西室正浩

埼玉県三郷市幸房１３１－１
電気通信工事建設工事

2010401008184

1031072キヨウワ

(株)享和
B　(763)0480-92-2345代表取締役 立川亨

埼玉県白岡市下野田８０９
土木工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

B　(783) C　(633) 　(633)

7030001032231

1030762キヨウワカコウ

共和化工(株) 関東支店
　(704)03-3494-1312支店長 高田真人

東京都品川区西五反田７－２５－１９
電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事 清掃施設工事建設工事

A　(921) 　(1009) 　(916) 　(1010)

8010701002658

1030773キヨウワキデンコウギヨウ

協和機電工業(株) 東京支店
　(1214)03-5846-1081支店長 坂井康俊

東京都台東区台東２－２０－１３ 古茂田ビル２Ｆ
電気工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1115) 　(1113)

7310001000473

1031117キヨウワケンセツコウジ

協和建設工事(株)
B　(799)049-282-2686代表取締役 荻野祐太郎

埼玉県坂戸市芦山町６－１４
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(983) 　(779) B　(788) 　(808)

4030001068732

1031070キヨウワコウギヨウ

(株)協和工業
C　(605)048-728-1225代表取締役 岩下真哉

埼玉県北足立郡伊奈町西小針５－７４
土木工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

C　(542) 　(551) 　(538)

1030001043052

1031099キヨウワセツビ

(株)協和設備
B　(887)048-973-6000代表取締役 清水一郎

埼玉県越谷市大道４７８
土木工事 管工事 消防施設工事建設工事

A　(1000) 　(692)

7030001063838
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1030841キヨウワテクノロジイズ

協和テクノロジィズ(株) 東京本社
　(1044)03-3769-1451東京本社長 高森祐二

東京都港区芝１－５－９
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1245)

9120001062993

1030388キヨウワニツセイ

(株)協和日成 埼玉支店
A　(1449)048-853-7839支店長 五十嵐俊介

埼玉県さいたま市中央区上峰４－６－１５
管工事建設工事

5011001006550

1030043キヨウワビルメンテナンス

協和ビルメンテナンス(株)
D　(517)048-965-3770代表取締役 佐藤節夫

埼玉県越谷市東越谷３－２－２
建築工事 内装仕上工事建設工事

　(629)

2030001063842

1030293キヨクジツデンキコウギヨウ

旭日電気工業(株) 北関東営業所
　(1354)048-824-6053所長 田村文宏

埼玉県さいたま市浦和区仲町２－６－１ 星野ビル内
電気工事建設工事

6010901003251

1031104キヨクトウカイハツコウギヨウ

極東開発工業(株)
　(1233)0798-66-1000代表取締役 布原達也

兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５
機械器具設置工事 清掃施設工事建設工事

　(1264)

7140001068512

1030716キヨクトウコウワ

極東興和(株) 東京支店
A　(1388)03-5974-5150取締役支店長 末竹一春

東京都北区滝野川７－２－１３
土木工事 とび･土工工事 水道施設工事建設工事

　(1009) 　(952)

8240001002773

1030026キヨクトウサービス

極東サービス(株)
　(780)047-482-1411代表取締役 島田直弥

千葉県八千代市上高野１８２３－１
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(953)

3040001020651

1030623キングランリニユーアル

キングランリニューアル(株)
B　(759)03-6324-1328代表取締役 堤大輔

東京都千代田区神田須田町１－１０ メットライフ神田須田ビル
建築工事 管工事建設工事

B　(840)

3010001147217

1040017キンコウ

(株)錦江
D　(541)03-5699-2341代表取締役 岩切壽三郎

東京都葛飾区水元１－１５－１１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(723) B　(712)

6011801001114

1030511キンデン

(株)きんでん 北関東支社
　(2011)048-648-1290常務執行役員支社長 大道宏満

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－４９－８ Ｇ・Ｍ大宮ビル
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1799)

1120001063033

1030835クシダコウギヨウ

クシダ工業(株) 埼玉営業所
　(1115)048-546-0051所長 茂木浩二

埼玉県深谷市岡２－１３－３１
電気工事 管工事 水道施設工事建設工事

A　(963) 　(943)

4070001006754

1030836クシダコウギヨウ

クシダ工業(株)
　(842)027-362-1234代表取締役 串田洋介

群馬県高崎市貝沢町甲９６５
機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(864)

4070001006754

1031155クドウケンセツ

(株)工藤建設
B　(851)048-223-6875代表取締役 中道剛

埼玉県川口市末広１－１９－７ 栄和ビル３階
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

　(683) B　(695) 　(648) 　(665)

9030001127161

1030441クボキトソウコウギヨウ

クボキ塗装工業(株)
　(747)048-684-6444代表取締役 久保木喜義

埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１１０２－４
塗装工事 防水工事建設工事

　(652)

7030001002390

1030740クボタ

(株)クボタ 東京本社
　(1196)03-3245-3200東京本社事務所長 吉岡榮司

東京都中央区京橋２－１－３
電気工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1593) 　(1547)

1120001037978

1030705クボタキコウ

クボタ機工(株) 東京支店
A　(891)03-3245-3141支店長 市川篤

東京都中央区京橋２－１－３
管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1221) 　(1078)

3120001149458
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1030406クボタケンセツ

(株)クボタ建設
A　(1390)06-4396-2310代表取締役社長 荒川範行

大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ クボタ第２ビル
土木工事 建築工事 水道施設工事建設工事

A　(1195) 　(1276)

5120001111399

1030479クボタセツビ

クボタ設備(株)
B　(867)04-2953-1305代表取締役 久保田明

埼玉県狭山市柏原１５２４－１５
管工事建設工事

5030001026243

1030312クマガイグミ

(株)熊谷組 埼玉営業所
A　(1857)048-657-3880所長 林宜行

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－８０－１ ＡＳビル
土木工事 建築工事 鋼構造物工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1872) 　(1379) 　(1180) 　(1202)

1210001001082

1030631クマガヤデンキ

熊谷電機(株)
　(855)048-521-0152代表取締役 小林弥寿弘

埼玉県熊谷市曙町４－９２
電気工事 消防施設工事建設工事

　(700)

5030001084662

1030024クマシロケンセツ

神稲建設(株) 東京支店
A　(1266)042-622-5177支店長 加藤正樹

東京都八王子市八木町５－６
建築工事建設工事

7100001023033

1030541クマヒラ

(株)クマヒラ
　(1040)03-3270-4381代表取締役 渡邉秀隆

東京都中央区日本橋本町１－１０－３
電気工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 電気通信工事 建具工事建設工事

　(1189) 　(1150) 　(1110) 　(1037)

1010001108872

1030386クマリフト

クマリフト(株) 北関東営業所
　(1153)048-646-0515所長 工藤政一

埼玉県さいたま市大宮区東町１－５４ 雄飛堂ビル４階
機械器具設置工事建設工事

6120901009295

1030763グラケン

(株)グラケン
　(622)0480-38-1930代表取締役 関川剛史

埼玉県北葛飾郡杉戸町宮前３９９－１
とび･土工工事 造園工事建設工事

　(581)

2030001051839

1030070クラモチデンキ

倉持電気(株)
　(1018)048-957-7063代表取締役 瀧澤由樹

埼玉県三郷市早稲田４－２１－５
電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

B　(830) 　(714) 　(729)

5030001036639

1030137グリーンケンセツ

グリーン建設(株)
B　(846)048-935-0267代表取締役 宇田川武雄

埼玉県八潮市八條３９３－１
土木工事 管工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

C　(635) B　(723) 　(740) 　(632)

5030001035962

1030637グリーンスポーツケンセツ

(株)グリーンスポーツ建設 埼玉営業所
D　(596)048-251-8091営業所長 多喜浩二

埼玉県川口市西青木１－１１－９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事 造園工事建設工事

　(762) C　(647) 　(596) 　(764)

4010501031084

1031169グリーンテツク

グリーンテック(株)
C　(622)04-7148-4187代表取締役 張ヶ谷正樹

千葉県柏市高田８０６
土木工事 造園工事建設工事

　(769)

8040001069115

1030337クリハラコウギヨウ

栗原工業(株) 北関東支社
　(1781)048-833-1200支社長 矢野雄亮

埼玉県さいたま市浦和区仲町１－１１－１２
電気工事建設工事

8120001059636

1030482クリハラコウムテン

(株)栗原工務店
C　(676)048-882-3434代表取締役 栗原謹子

埼玉県さいたま市南区南浦和２－１－４
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

B　(921) 　(731) B　(676) 　(676)

9030001002364

1030207クリマテツク

(株)クリマテック
A　(1188)03-5312-2211代表取締役執行役員社長 前原邦彦

東京都新宿区富久町１０－５ ＮＭＦ新宿ＥＡＳＴビル
建築工事 電気工事 管工事建設工事

　(1114) A　(1344)

6011101047568

1030548クリモトケンセツコウギヨウ

栗本建設工業(株) 東京支店
A　(1348)03-3556-1921執行役員支店長 楠美大輔

東京都千代田区九段北１－１２－３ 井門九段北ビル
建築工事建設工事

9120001048992
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1030957クリモトテツコウシヨ

(株)栗本鐵工所 東京支社
　(1280)03-3450-8611総務部長 高僧英樹

東京都港区港南２－１６－２ 太陽生命品川ビル
機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1198)

1120001048991

1030001グローバルレスポンス

グローバル・レスポンス(株) 埼玉支店
C　(661)048-933-9069代表取締役 相澤行夫

埼玉県草加市神明１－８－２
土木工事建設工事

2011801034200

1030615クワバラパンプキン

(株)クワバラ・パンぷキン
B　(780)048-852-7496代表取締役 桑原幹夫

埼玉県さいたま市中央区本町西４－１１－１０
土木工事 建築工事 とび･土工工事 塗装工事 解体工事建設工事

B　(740) 　(675) 　(675) 　(1032)

8030001002381

1031076グンエイ

(株)グンエイ 川口支店
A　(1182)048-446-6004支店長 浦出信行

埼玉県川口市並木３－９－５ ＪＫＨＤビル２階
管工事建設工事

8070001020842

1030164ケイエスエス

ＫＳＳ(株)
　(820)042-560-2042代表取締役 深澤重幸

東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２
とび･土工工事 内装仕上工事 機械器具設置工事建設工事

　(741) 　(713)

3012801004191

1040014ケイオウケンセツ

京王建設(株) 東京支店
A　(1354)03-3323-6609支店長 伊藤正二

東京都杉並区永福２－５６－１０
土木工事 建築工事建設工事

A　(1449)

8012401004364

1030172ケイソクサービス

計測サービス(株)
　(637)048-767-4402代表取締役 今吉雅之

埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－１２－１０
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(733)

4011501001374

1030365ケイミツクス

(株)ケイミックス
B　(902)03-3500-5898代表取締役 橋本圭史

東京都港区虎ノ門１－３－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事 造園工事建設工事

　(955) B　(788) 　(811) 　(798)

7010401008196

1030255ケイワイテツク

(株)ケイワイテック
　(746)048-930-1800代表取締役 上村正教

埼玉県草加市中根１－１０－１
電気工事建設工事

4030001035971

1030450ケーアイ

(株)ケーアイ
A　(1017)048-651-3444代表取締役 熊井戸純

埼玉県さいたま市北区奈良町１５３－１２
管工事 消防施設工事建設工事

　(736)

5030001010230

1030231ケーアンドイー

ケーアンドイー(株) 首都圏支社
A　(1377)03-3512-2212執行役員支社長 大葉武男

東京都千代田区富士見２－７－２ ステージビルディング１５階
建築工事 電気工事 管工事建設工事

　(1028) A　(1113)

3011101031194

1031014ケーエス

(株)ケーエス
　(766)048-242-3746代表取締役 大谷登

埼玉県川口市榛松１６７１－２
防水工事建設工事

9030001025448

1030344ケージーエム

(株)ケージーエム
A　(1001)048-536-8111代表取締役 小林正裕

埼玉県熊谷市村岡３０６－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

A　(970) 　(851) A　(858)

7030001084693

1030236ゲスイカンリコウギヨウ

(有)下水管理興業 大宮支店
C　(671)048-667-9319支店長 深澤悟

埼玉県さいたま市北区吉野町１－４１６－１４
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(681) C　(621) 　(656)

9030002053646

1031042ケミカルボウサイ

ケミカル防災(株)
　(712)048-995-1008代表取締役 瀧新

埼玉県八潮市八潮１－１７－１３
電気工事 消防施設工事建設工事

　(798)

1030001035974

1030860ケンオウジギヨウ

県央事業(同)
B　(871)048-591-9897代表理事 川村真弓

埼玉県北本市荒井１－２２０－３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(764) B　(805)

7030005009894
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1030897ケンセツトソウコウギヨウ

建設塗装工業(株)
　(1302)03-3252-2511代表取締役 相澤文也

東京都千代田区鍛冶町２－６－１
塗装工事建設工事

7010001015428

1030465ゲンソウ

(株)元創
　(467)03-6911-3777代表取締役 石住秀樹

東京都新宿区西新宿６－２６－１１ 成子坂ハイツ１００２
石工事 タイル･れんが･ブロック工事 防水工事 熱絶縁工事 建具工事建設工事

　(471) 　(467) 　(471) 　(467)

6011301014194

1030464ケンナンカンリコウギヨウ

(有)県南管理興業
B　(791)048-651-2328代表取締役 島村きみ枝

埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５１３ セブンビル１Ｆ
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 塗装工事建設工事

　(736) B　(692) 　(732) 　(641)

9030002004657

1030765ケンナンセツビコウギヨウ

県南設備工業(株)
B　(815)048-663-5941代表取締役 瀬田雄一

埼玉県さいたま市見沼区東大宮２－３１－２
土木工事 管工事 水道施設工事建設工事

A　(973) 　(685)

9030001002595

1030508コウカケンセツ

(株)コウカ建設
C　(661)048-953-1240代表取締役 宮田秀男

埼玉県三郷市茂田井１５１５
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(664) C　(598) 　(593)

9030001036684

1040026コウケン

交建(株)
　(640)03-5825-0930代表取締役 矢作敬

東京都千代田区神田和泉町１－６－１６ ヤマトビル６階６０３号
とび･土工工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 解体工事建設工事

　(720) 　(598) 　(598)

8010001070868

1030007コウケンコウギヨウ

鉱研工業(株)
B　(814)03-6907-7888代表取締役 木山隆二郎

東京都豊島区高田２－１７－２２ 目白中野ビル１階
管工事 さく井工事 水道施設工事建設工事

　(940) 　(818)

8013301022968

1030205コウケンシヤ

(株)興建社
A　(1148)03-3392-6911代表取締役社長 水島隆明

東京都杉並区荻窪５－１８－１４
建築工事建設工事

2011301002310

1030766コウシン

光伸(株) 関東支店
A　(902)047-342-9888支店長 町頭健史

千葉県松戸市横須賀１－１－６
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(992)

9120001079030

1030850コウシンコウギヨウ

(株)高信工業
C　(682)048-757-3174代表取締役 高橋邦章

埼玉県さいたま市岩槻区本宿３７－１
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(804) 　(914)

2030001017880

1030102コウシンゾウエンドボク

(株)興進造園土木
C　(660)048-952-1390代表取締役 小林新二

埼玉県三郷市栄４－３８６－３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

　(752) B　(660) 　(703) 　(660)

9030001038359

1030216コウツウコウギヨウ

交通工業(株)
C　(674)048-297-7300代表取締役 中村貴光

埼玉県川口市戸塚南３－７－２２
土木工事 とび･土工工事 電気工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(903) 　(674) B　(679) 　(883)

8030001075304

1030747コウツウサンギヨウ

交通産業(株)
B　(700)048-861-5881代表取締役 有馬憲太郎

埼玉県さいたま市南区文蔵１－６－７
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(965) B　(769) 　(953)

5030001002649

1030961コウデンシヤ

(株)弘電社
　(1589)03-3543-2951代表取締役 松井久憲

東京都中央区銀座５－１１－１０
電気工事建設工事

3010001034778

1030153コウノイケグミ

(株)鴻池組 さいたま営業所
A　(1841)048-824-5631所長 小田剛史

埼玉県さいたま市浦和区高砂２－４－３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1909) 　(1334) 　(1517) 　(1546)

5120001026309

1030160コウフフイールド

コウフ・フィールド(株) 東京支店
B　(901)03-5834-2688支店長 松尾一成

東京都荒川区西尾久５－７－２５
土木工事 とび･土工工事 塗装工事 造園工事建設工事

　(738) 　(692) 　(940)

7290001020549
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1030626コウモトコウギヨウ

河本工業(株) 羽生営業所
A　(1193)048-561-8201営業所長 小沼重雄

埼玉県羽生市南５－１５－１３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1312) 　(1141) A　(1077) 　(950)

5070001021694

1031068コウヨウケンセツコウギヨウ

(株)向陽建設工業
D　(568)048-829-7851代表取締役 堀江勇太郎

埼玉県さいたま市桜区白鍬３３－５
土木工事 ほ装工事建設工事

C　(579)

5030001011798

1030998コウヨウサンギヨウ

広洋産業(株)
　(797)03-3984-5640代表取締役 中村洋祐

東京都豊島区南大塚３－３０－３ 南大塚アロービル２Ｆ
機械器具設置工事建設工事

6013301018811

1030066コーアツコウギヨウ

コーアツ工業(株) 東京支店
A　(1355)03-3436-1331取締役支店長 坂元広明

東京都港区浜松町１－１２－５ アルファ・エイチビル４Ｆ
土木工事 とび･土工工事建設工事

　(1223)

8340001001600

1031087コーケン

(株)コーケン
　(796)0266-22-7565代表取締役 山崎廣和

長野県岡谷市２３９８－１
機械器具設置工事建設工事

9100001019517

1030832コーヨー

コーヨー(株)
B　(773)03-5827-2170代表取締役 今村太

東京都台東区東上野６－１６－１０
管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(744) 　(722)

1010501004035

1030022コオリリース

郡リース(株) 埼玉支店
A　(1282)048-645-2781支店長 小倉多津美

埼玉県さいたま市大宮区下町２－５５－４Ｆ 明邦下町ビルＮｏ．
１８

建築工事建設工事

6010401009996

1030335コクサイケンセツ

国際建設(株)
A　(1088)055-251-2111代表取締役 佐々木幸一

山梨県甲府市塩部４－１５－５
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1100) 　(847) B　(816) 　(938)

3090001000772

1031093コクサイツウシンキカク

国際通信企画(株)
　(666)045-470-1331代表取締役 堀口マルレーネ

神奈川県横浜市港北区新横浜１－１９－２ 京浜建物第５ビル
電気工事 電気通信工事建設工事

　(797)

1020001020201

1030044コクネケンセツ

古久根建設(株)
A　(1061)03-5860-4700代表取締役 油井幸雄

東京都文京区音羽１－１－１
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1304) B　(739) 　(943)

3010001008674

1030731コジマ

(株)コジマ
C　(618)048-955-5827代表取締役 小島一茂

埼玉県三郷市鷹野３－１３３－６
建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 塗装工事 解体工事建設工事

　(603) 　(578) 　(569) 　(584)

1030001036683

1030490コスモコウキ

コスモ工機(株) 東京支店
A　(1005)03-3435-8810支店長 河村和徳

東京都港区西新橋３－９－５
土木工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

　(1259) 　(1344)

2010401010149

1030732コヅツミバンキンコウギヨウ

(株)小堤板金工業
　(416)048-986-5836代表取締役 小堤邦彦

埼玉県越谷市蒲生寿町１９－１７
大工工事 屋根工事 タイル･れんが･ブロック工事 板金工事 内装仕上工事建設工事

　(508) 　(416) 　(539) 　(416)

6030002086021

1030364コトブキ

(株)コトブキ 埼玉支店
　(1035)048-871-1030支店長 大川泰志

埼玉県さいたま市南区南浦和２－４４－９ 榎本第三ビル４Ｆ
とび･土工工事建設工事

4010001016602

1031054コトブキシーテイング

コトブキシーティング(株)
　(1100)03-5280-5600代表取締役 深澤重幸

東京都千代田区神田駿河台１－２－１
とび･土工工事 内装仕上工事 機械器具設置工事建設工事

　(959) 　(772)

8010001133781

1030654コバケンセツ

(株)コバ建設 埼玉営業所
A　(1055)048-466-5658営業所長 大原雅貴

埼玉県朝霞市幸町３－９－２２ 小川鉄工ビル
建築工事 とび･土工工事 塗装工事 防水工事 解体工事建設工事

　(787) 　(672) 　(685) 　(683)

7011601002344
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1030549コバヤシコウギヨウ

小林工業(株) 埼玉支店
A　(1027)048-556-0762取締役埼玉支店長 栗田一好

埼玉県行田市向町２５－２０
土木工事 建築工事 ほ装工事建設工事

A　(1169) A　(942)

3070001001260

1030822コバヤシセツビ

(株)小林設備
B　(807)048-932-2760代表取締役 小林秀樹

埼玉県草加市青柳３－３４－５
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(682) B　(818) B　(667) 　(624)

4030001037803

1031204コバヤシゾウエンドボク

(株)小林造園土木
C　(626)048-952-4954代表取締役 小林啓司

埼玉県三郷市栄３－３
土木工事 とび･土工工事 造園工事建設工事

　(650) 　(712)

6030001036670

1030141コハラゾウエン

(株)小原造園
C　(697)048-996-8452代表取締役 小原秋雄

埼玉県八潮市鶴ケ曽根１９０６－１
土木工事 とび･土工工事 石工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(695) 　(672) B　(672) 　(717)

2030001035908

1030251コマイハルテツク

(株)駒井ハルテック 東京本社
A　(1178)03-3834-4021取締役 駒井寛

東京都台東区上野１－１９－１０
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事建設工事

　(1048) 　(1555)

2120001028927

1030890コモンテツクス

(株)コモンテックス
　(689)025-283-9301代表取締役 鈴木洋康

新潟県新潟市中央区女池神明２－３－１２
タイル･れんが･ブロック工事 機械器具設置工事 清掃施設工事建設工事

　(718) 　(704)

3110001004829

1030071コヤマドボクケンセツ

小山土木建設(株)
B　(727)048-442-5182代表取締役 小山祐司

埼玉県戸田市新曽南２－１２－２５
土木工事 管工事 ほ装工事 さく井工事建設工事

C　(660) B　(719) 　(616)

2030001020257

1030795ゴヨウケンセツ

五洋建設(株) 関東営業所
A　(1907)048-815-7778所長 伊達裕次朗

埼玉県さいたま市浦和区高砂２－２－３
土木工事 建築工事 しゅんせつ工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1879) 　(1591) 　(1255) 　(1219)

1010001000006

1030685コンゴウ

金剛(株) 東京支店
　(760)03-5488-5566支店長 塩見光信

東京都港区高輪２－１８－６ ＭＥＩＨＯ高輪ビル
鋼構造物工事 内装仕上工事 機械器具設置工事建設工事

　(983) 　(785)

5330001001802

1031013コンゴウグミ

(株)金剛組
A　(1115)06-6779-7731代表取締役 多田俊彦

大阪府大阪市天王寺区四天王寺１－１４－２９
建築工事建設工事

1120001112632

1030644コンステツク

(株)コンステック 東京支店
A　(1295)03-6450-0585支店長 今井一寿

東京都大田区平和島６－１－１ 東京流通センターアネックス５階
建築工事 とび･土工工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(1169) 　(1041) 　(1041) 　(923)

1120001108515

1030956コンストラクシヨンヤマザキ

(有)コンストラクションヤマザキ
B　(828)048-982-0821代表取締役 山崎秀信

埼玉県吉川市上笹塚３－２３３
土木工事 建築工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

C　(615) B　(763) 　(615) 　(630)

4030002090108

1030290コンドウグミ

(株)近藤組 関東支店
A　(1254)048-864-5786支店長 福家武一

埼玉県さいたま市桜区田島３－４－５
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1298) 　(1120) A　(1160) 　(765)

2180301013953

1030628サイエイヤマト

(株)サイエイヤマト
B　(930)048-758-1308代表取締役 町田豊

埼玉県さいたま市岩槻区西原台１－１－１０
土木工事 建築工事 管工事 水道施設工事建設工事

B　(710) A　(1036) 　(710)

9030001017692

1031144ザイエンス

(株)ザイエンス 営業本部景観エクステリア部
B　(806)03-3254-0832部長 杉本吉正

東京都千代田区鍛冶町１－９－４ ＫＹＹビル５階
土木工事 とび･土工工事建設工事

　(933)

1010001017941

1030145サイキユウコウギヨウ

斎久工業(株) 東京支社
A　(1687)03-6635-5319執行役員支社長 金田信

東京都千代田区丸の内２－５－２ 三菱ビル
管工事建設工事

2010001017552
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1030449サイコウケンセツ

彩光建設(株)
B　(865)048-733-3133代表取締役 中塚昭弘

埼玉県春日部市緑町２－８－５１
土木工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

B　(849) 　(676)

6030002070751

1031183サイコウケンセツ

(株)彩光建設
C　(646)048-954-5439代表取締役 高野正志

埼玉県草加市栄町３－４－３
土木工事 建築工事 塗装工事 防水工事 解体工事建設工事

B　(862) 　(660) 　(572) 　(577)

4030001038363

1030376サイサン

(株)サイサン
A　(1295)048-641-8211代表取締役 川本武彦

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－５
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(969)

9030001003544

1030131サイタマクウチヨウメンテナンス

(株)埼玉空調メンテナンス
B　(722)048-624-1521代表取締役 千葉輝美

埼玉県さいたま市西区西大宮２－２７－４
管工事建設工事

1030001003403

1030954サイタマグリーンサービス

埼玉グリーンサービス(株)
B　(723)048-295-3733代表取締役 藤原英樹

埼玉県川口市安行４９７－７
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(698) B　(683) 　(913)

6030001074919

1030086サイタマケイテクノ

(株)埼玉ケイテクノ
　(888)048-881-2855代表取締役 齋藤浩

埼玉県さいたま市緑区原山３－１－１７
電気工事建設工事

9030001002975

1031051サイタマケンコウ

埼玉建興(株)
B　(845)048-251-7170代表取締役 武井美親

埼玉県川口市青木２－５－１０
土木工事 建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

A　(1322) 　(975) 　(824)

4030001074912

1030296サイタマケンナンケンチク

埼玉県南建築(同)
D　(562)048-949-5200代表理事 稲垣和雄

埼玉県三郷市茂田井７０１－２
建築工事建設工事

7030005005902

1031078サイタマコウツウアンゼン

埼玉交通安全(株)
C　(627)048-563-3391代表取締役 荻野将樹

埼玉県羽生市南７－８－２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(778) C　(632) 　(768)

7030001032818

1030726サイタマシザイ

(株)さいたま資材
B　(908)048-979-2885代表取締役 佐久間誠

埼玉県越谷市平方南町１３－１３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

　(863) A　(899) 　(651) 　(651)

1030001066813

1030681サイタマシヤリヨウ

(株)埼玉車輌
B　(913)048-941-3426代表取締役 中村文代

埼玉県草加市長栄１－６３０－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(744) B　(821) 　(656) 　(711)

5030001034964

1030519サイタマジヨウホウ

埼玉情報(株)
C　(561)048-858-1241代表取締役 相沢長次

埼玉県さいたま市中央区八王子２－７－２
管工事 電気通信工事建設工事

　(619)

6030001003324

1030781サイタマシヨウボウキカイ

埼玉消防機械(株)
　(699)0494-23-0111代表取締役 落合正雄

埼玉県秩父市東町７－５
消防施設工事建設工事

3030001090737

1030363サイタマシヨクブツエン

(株)埼玉植物園
　(833)048-281-0124代表取締役 岩澤勤

埼玉県川口市鳩ヶ谷本町３－２３－４
造園工事建設工事

9030001073158

1031193サイタマセツビコウギヨウ

埼玉設備工業(株)
B　(797)049-241-4343代表取締役 有山紀之

埼玉県川越市岸町１－１５－１６
土木工事 管工事 機械器具設置工事 消防施設工事建設工事

A　(1037) 　(840) 　(767)

4030001054740

1030488サイタマタナカデンキ

埼玉田中電気(株)
　(806)048-845-6511代表取締役 田中栄三

埼玉県さいたま市南区辻１－３－１８
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(890) 　(696)

3030001003021
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1031060サイタマデンセツ

埼玉電設(株)
　(935)048-853-2191代表取締役 川合昭

埼玉県さいたま市中央区上落合８－１０－２
電気工事 消防施設工事建設工事

　(731)

3030001003327

1030671サイタマニチレキ

埼玉ニチレキ(株) 八潮支店
B　(880)048-934-5450支店長 杉田智信

埼玉県八潮市緑町４－２４－１３－１０１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(788) A　(971) 　(708)

2030001033085

1030468サイタマニツトー

埼玉ニットー(株)
C　(661)048-554-7958取締役社長 木村秀一

埼玉県行田市持田２０８５－３
土木工事 とび･土工工事 塗装工事建設工事

　(846) 　(807)

8030001086854

1030119サイタマホーチキ

埼玉ホーチキ(株)
　(659)049-251-2233代表取締役 三上俊樹

埼玉県富士見市関沢２－１５－３２
電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(664)

5030001056133

1030051サイタマヤマト

(株)埼玉ヤマト
　(741)048-757-2200代表取締役 町田豊

埼玉県さいたま市岩槻区西原台１－１－１０
電気工事 管工事 消防施設工事建設工事

A　(998) 　(700)

6030001008612

1030796サイタマライナー

埼玉ライナー(株)
B　(794)049-231-0833代表取締役 宮田哲

埼玉県川越市鯨井５５２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 塗装工事建設工事

　(848) B　(657) 　(655) 　(862)

9030001054752

1030738サイタマランドスケープ

埼玉ランドスケープ(株)
　(732)048-920-1970代表取締役 平田孝司

埼玉県草加市西町３４０
造園工事建設工事

6030001034971

1031097サイデンギヨウシヤ

(株)彩電業社
　(916)048-254-5555代表取締役 田中利和

埼玉県川口市中青木５－１１－２
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(692) 　(699)

6030001003571

1030645サイトウケンセツコウギヨウ

斉藤建設工業(株)
A　(953)048-686-2111代表取締役 荒川和義

埼玉県さいたま市見沼区中川１００８－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

C　(658) 　(733) B　(823) 　(658)

7030001003562

1030198サイトウコウギヨウ

斎藤工業(株) 埼玉東支店
A　(1011)048-733-3311支店長 斎藤堅太郎

埼玉県春日部市緑町６－１１－１３ ライオンズガーデン春日部２
－７０４号

土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1192) 　(855) B　(797) 　(936)

8030001003108

1031127サイトウコウギヨウ

(株)斉藤興業
B　(908)048-943-5814代表取締役 磯部孝志

埼玉県草加市金明町１８６－８
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

　(892) B　(696) 　(669) 　(757)

7030001037453

1030683サイトウジユウリヨウ

(有)齊藤重量
D　(512)048-948-6215取締役 齊藤剛

埼玉県三郷市早稲田４－１３－１２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 機械器具設置工事 解体工事建設工事

　(652) C　(532) 　(522) 　(512)

7030002052039

1030249サイトウドケン

(株)斉藤土建
B　(836)048-955-4763代表取締役 斎藤葉子

埼玉県三郷市戸ケ崎３－１８３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

　(647) B　(781) 　(647) 　(647)

6030001036687

1030299サイネツト

彩ネット(株)
　(640)048-259-2366代表取締役 井上太郎

埼玉県川口市並木２－２５－３
電気工事 電気通信工事建設工事

　(687)

8030001075015

1030186サイネツトジヤパン

(株)サイネットジャパン
　(545)048-626-0540代表取締役 細矢靖二

埼玉県さいたま市西区二ツ宮４９２‐１
電気工事 電気通信工事建設工事

　(585)

7030001010988

1030679サイビカンキヨウシステム

彩美環境システム(株)
C　(676)049-233-0666代表取締役 大保秀臣

埼玉県川越市鯨井会下６２８－１
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(695) C　(636) C　(636) 　(636)

1030001057052



28頁　　：

業者名
所在地

業種5業種4業種3業種2

役職 代表者名 格付1　評点（客観）電話番号

業者番号 業種1

入札参加資格者名簿

得意コード1 得意コード2 得意コード3 得意コード4 得意コード5

格付2　評点（客観） 格付3　評点（客観） 格付4　評点（客観） 格付5　評点（客観）

法人番号

1031094サイボウ

(株)サイボウ
　(740)048-687-3131代表取締役 結城剛

埼玉県さいたま市見沼区卸町２－６－１５
電気工事 管工事 消防施設工事建設工事

B　(740) 　(1054)

3030001003582

1030714サイホクサンギヨウ

埼北産業(株)
C　(679)048-664-5559代表取締役 小川裕児

埼玉県さいたま市北区吉野町１－３９４
土木工事 とび･土工工事 電気工事 塗装工事建設工事

　(880) 　(679) 　(860)

3030001003772

1030977サイレキケンセツコウギヨウ

サイレキ建設工業(株)
A　(1081)0480-61-2358代表取締役 野中信孝

埼玉県加須市志多見１３６１－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

B　(857) 　(752) A　(977) 　(721)

7030001032553

1030112サイワコウサン

埼和興産(株)
A　(1168)048-224-3494代表取締役 北濱雄嗣

埼玉県川口市末広３－１４－１０
建築工事 解体工事建設工事

　(957)

8030001075023

1030266サエキコウムテン

(株)佐伯工務店
A　(1091)048-665-4440代表取締役 安藤正浩

埼玉県さいたま市北区日進町１－３１９
土木工事 建築工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1306) 　(932) 　(895) 　(1003)

3030001003533

1031011サカエデンギヨウ

栄電業(株)
　(910)048-786-3909代表取締役 大木崇寛

埼玉県上尾市藤波３－３１９－１
電気工事建設工事

1030001041386

1030546サカタケンセツ

坂田建設(株) 東京支店
A　(1295)03-5610-7816執行役員支店長 畑慎二

東京都墨田区本所３－２１－１０
土木工事 建築工事建設工事

A　(1287)

9010601011163

1030689サカドボウサイ

坂戸防災(株)
　(730)049-281-5243代表取締役 梅澤將明

埼玉県坂戸市三光町３６－１
電気工事 消防施設工事建設工事

　(837)

4030001068781

1040042サカモトコウムテン

(株)坂本工務店
C　(683)0480-32-7751代表取締役 互勝則

埼玉県北葛飾郡杉戸町宮前３０２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

D　(573) 　(609) B　(662) 　(573)

1030001051856

1030393サクマデンセツ

(株)佐久間電設
　(951)048-295-3747代表取締役 佐久間直人

埼玉県川口市行衛５３６－１
電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

B　(767) 　(782) 　(814)

1030001075087

1030229サクライドボク

(株)桜井土木
B　(748)048-296-4796代表取締役 櫻井昭人

埼玉県川口市峯５６９ー１
土木工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

C　(657) B　(737) 　(598)

9030001075105

1030197ササヌマケンセツ

笹沼建設(株)
B　(840)048-928-0759代表取締役 笹沼岩夫

埼玉県草加市瀬崎３－４４－２３
建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(730) 　(738)

3030001035007

1031052サタケンセツ

佐田建設(株) さいたま支店
A　(1392)048-641-2421支店長 中村賢市

埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－２５２
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1440) A　(1182) 　(1010) 　(1058)

9070001001420

1030753サトウコウギヨウ

佐藤工業(株) 埼玉営業所
A　(1670)048-823-9167所長 佐藤祐喜

埼玉県さいたま市浦和区高砂２－１２－１２ あづまビル
土木工事 建築工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1719) 　(1383) 　(1086) 　(1013)

2230001001055

1030317サトウテツコウ

佐藤鉄工(株) 東京営業所
　(1289)03-3669-3115所長 北村靖浩

東京都中央区日本橋小伝馬町１－７
鋼構造物工事建設工事

3230001006466

1030268サトミサンギヨウ

(株)サトミ産業
　(691)0258-87-5500代表取締役 佐藤勉

新潟県長岡市北陽２－１４－２３
とび･土工工事 造園工事建設工事

　(655)

9110001022536
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1030799サノデンキ

佐野電機(株)
　(1063)048-298-1111代表取締役 佐野雄一朗

埼玉県川口市差間３－２２－１１
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(898) 　(739)

1030001075178

1030727サンエイ

(株)三英
C　(613)04-7153-3141代表取締役 三浦慎

千葉県流山市おおたかの森北１－８－６
土木工事 とび･土工工事 造園工事建設工事

　(729) 　(722)

8010501004788

1030794サンエイ

(株)山英
D　(587)048-531-3400代表取締役 須藤将博

埼玉県熊谷市新堀新田６４６－１９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(693) C　(587) 　(692) 　(652)

2030001085663

1030980サンエイカンリコウギヨウ

三栄管理興業(株)
A　(952)048-711-7560代表取締役 高松六男

埼玉県さいたま市浦和区高砂４－１３－１８ 埼佛会館３階Ｂ
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

　(871) A　(873) 　(771) 　(745)

5030001062008

1030213サンエイキカク

(株)サンエイ企画
C　(610)048-955-5960代表取締役 廣瀬克彦

埼玉県三郷市高州２－１６２－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(720) B　(695) 　(785)

6030001036720

1030815サンエイキギヨウ

(株)三榮企業
　(577)042-386-8760代表取締役 長嶋孝衞

東京都小金井市貫井南町４－１１－３６
とび･土工工事建設工事

9012401010551

1030542サンエイコウギヨウ

(株)三栄興業
C　(656)048-955-1632代表取締役 鈴木勝彦

埼玉県三郷市戸ヶ崎３－３４７
土木工事 管工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

C　(651) B　(738) 　(747) 　(745)

1030001036709

1030634サンエイデンキコウギヨウ

三栄電気工業(株) 北関東支店
　(1470)048-640-5556取締役支店長 関谷優一

埼玉県さいたま市大宮区東町２－２５－２
電気工事建設工事

4120001064499

1031142サンエイデンギヨウ

三英電業(株) 北関東支店
A　(1285)048-422-1155支店長 木下博満

埼玉県戸田市美女木北１ー５ー１
土木工事 電気工事建設工事

　(1444)

2010701003587

1030288サンエーコウギヨウ

サンエー工業(株)
　(827)03-3557-2333専務取締役 的場裕希

東京都練馬区羽沢３－３９－１
機械器具設置工事建設工事

6011601002428

1030523サンエーリヨクカ

(株)サンエー緑化
B　(711)048-965-4015代表取締役 加藤一利

埼玉県越谷市七左町８－３０８－１
土木工事 とび･土工工事 造園工事建設工事

　(661) 　(862)

9030001063992

1030556サンエス

(株)サンエス
　(703)048-651-6411代表取締役 岡田孝

埼玉県さいたま市北区櫛引町２－３１５
電気通信工事建設工事

6010001002939

1030472サンオウ

山王(株) 東京営業所
A　(956)03-6264-8252営業所長 板垣正幸

東京都中央区日本橋堀留町２－８－１１ ウィング山鹿４０１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(966) A　(857) 　(808)

4330001001893

1030038サンキギケンコウギヨウ

三喜技研工業(株)
B　(931)042-538-2421代表取締役 池田雄毅

東京都立川市砂川町８－６０－１６
土木工事 管工事 水道施設工事建設工事

B　(746) 　(737)

3012801000546

1031016サンキコウギヨウ

三機工業(株) 関東支店
A　(1883)048-644-3425常任理事支店長 東勝彦

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ ソニックシティビル
管工事建設工事

2010001008683

1030492サンキユウデンキ

三球電機(株) 埼玉営業所
　(1242)048-964-3947所長 冨永昌治

埼玉県越谷市花田２－２６－３
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1121)

2011601002605
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1030641サンキヨウ

(株)サンキョウ
　(596)048-799-3927代表取締役 五十嵐広大

埼玉県さいたま市桜区栄和６－２－８
電気工事 電気通信工事建設工事

　(611)

2030001014820

1030939サンキヨウカコウ

三共化工(株)
　(622)048-995-1901代表取締役 白井澄人

埼玉県八潮市南川崎９４８－１
塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(678) 　(547)

6030001036043

1030232サンキヨウコウギヨウ

三協工業(株) 北関東営業所
　(967)0480-21-7271所長 直江晴康

埼玉県久喜市河原井町１５
電気工事 管工事 機械器具設置工事 さく井工事 水道施設工事建設工事

A　(891) 　(873) 　(945) 　(958)

9010701003886

1030358サンキヨウフロンテア

三協フロンテア(株)
A　(1368)04-7133-6666代表取締役 長妻貴嗣

千葉県柏市新十余二５
建築工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事建設工事

　(1212) 　(1022)

8040001065642

1030865サンクリーン

燦クリーン(株)
　(576)04-2929-5611代表取締役 小肥博

埼玉県所沢市小手指町１－４２－２４
防水工事 機械器具設置工事建設工事

　(571)

4030001024173

1030863サンケン

(株)三建
B　(801)03-6904-0891代表取締役 太田茂子

東京都練馬区田柄２－４９－１０
土木工事 ほ装工事 造園工事建設工事

C　(641) 　(641)

7030001046512

1040018サンケンエンジニアリング

(株)サンケン・エンジニアリング 東京本店
　(969)03-5649-3456本店長 島村亮

東京都中央区日本橋本町４－１３－１０
機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(722)

8290001001283

1030355サンケンコウギヨウ

三建興業(株)
D　(554)048-996-9311代表取締役 梶原尚

埼玉県八潮市木曽根１０９１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 塗装工事 解体工事建設工事

C　(687) 　(585) 　(625) 　(559)

2030001036030

1030776サンケンサービスコウジ

三建サービス工事(株) 北関東営業所
A　(1072)048-650-5330所長 大河内正敏

埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１３－１
管工事 消防施設工事建設工事

　(878)

5010001044156

1031029サンケンセツビコウギヨウ

三建設備工業(株) 北関東支店
A　(1729)048-650-5400執行役員支店長 中村成利

埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１３－１
管工事建設工事

6010001044155

1031064サンコウクウチヨウ

(株)三晃空調 東京本店
A　(1607)03-3344-7911取締役本店長代行 久保田重憲

東京都新宿区西新宿６－１８－１
管工事建設工事

6120001064571

1030882サンコウケンセツ

三光建設(株)
B　(725)049-231-3411代表取締役 栗原雄一

埼玉県川越市下小坂４５８－４
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1111) 　(737) B　(721) 　(983)

2030001054791

1030118サンコウコウギヨウ

三晃工業(株)
　(863)06-6555-7052代表取締役 山梶章

大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６
機械器具設置工事建設工事

5140001068836

1030280サンコウシヨウジ

産晃商事(株)
　(821)048-644-1348代表取締役 中村孝

埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－８２
機械器具設置工事建設工事

6030001003613

1031026サンコウデンキコウジ

三光電気工事(株)
　(882)048-775-8817代表取締役 豊田茂昭

埼玉県上尾市緑丘４－５－６
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(682) 　(719)

3030001041351

1030138サンサイクルシステム

サンサイクルシステム(株)
D　(572)04-2993-3700代表取締役 内田勉

埼玉県所沢市くすのき台３－１６－９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 機械器具設置工事建設工事

　(584) C　(598) 　(697)

8030001024178
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1030830サンシンセイコウ

三辰精工(株)
　(906)03-3680-2501代表取締役 本間雅剛

東京都江戸川区船堀４－１２－１０
機械器具設置工事 水道施設工事 清掃施設工事建設工事

　(744) 　(797)

1011701003405

1030323サンシンデンキ

三信電気(株) ソリューション営業本部
　(1135)03-5484-7285取締役常務執行役員ソリューション営

業本部長 森祐二

東京都港区芝４－４－１２
電気通信工事建設工事

1010401012096

1031196サンセイコウジサービス

三精工事サービス(株) 東京支店
　(915)03-5604-5969専務取締役東京支店長 忠岡功祐

東京都荒川区東日暮里２－３－１１
機械器具設置工事建設工事

5120001112851

1030190サンセイテクノロジーズ

三精テクノロジーズ(株) 東京支店
　(1375)03-3356-5651東京支店長 藤井靖彦

東京都新宿区新宿４－３－１７
機械器具設置工事建設工事

3120901006634

1030868サンテツク

(有)サンテック
D　(502)049-237-4100取締役社長 栗原裕

埼玉県川越市笠幡４５４８－２
建築工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(502) 　(514) 　(477)

8030002078256

1031186サンテツク

(株)サンテック 北関東営業所
　(1546)048-644-0108所長 小林幸司

埼玉県さいたま市大宮区三橋３－５３－２
電気工事建設工事

4010001008681

1030318サントラフイツク

サントラフイツク(株)
C　(672)048-816-9343代表取締役 黒田義久

埼玉県さいたま市桜区宿２８５－２
土木工事 とび･土工工事 電気工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(829) 　(672) B　(672) 　(850)

2030001003708

1030802サンプラント

(株)サンプラント 北関東営業所
A　(1186)048-963-7800所長 中瀬昌彦

埼玉県越谷市東越谷１－１７－７
管工事建設工事

7010001045235

1030589サンポウデンギヨウ

三宝電業(株)
　(740)048-945-3532代表取締役 太田実

埼玉県越谷市蒲生西町２－２－１７－１
電気工事建設工事

9030001064058

1030142サンミデンキ

三位電気(株)
　(1182)048-266-6111代表取締役社長 佐藤仁

埼玉県川口市小谷場５３１
電気工事 電気通信工事建設工事

　(777)

4030001075010

1031208サンユウデンセツ

(株)三友電設
　(726)048-442-0626代表取締役 鈴木保

埼玉県蕨市南町２－１９－２
電気工事建設工事

9030001021026

1030543サンヨウデンキ

山陽電機(株) 埼玉営業所
　(990)04-2944-6256所長 河村崇

埼玉県所沢市東所沢２－２－３
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(712)

7011801016268

1030848サンヨウデンセツ

三洋電設(株)
　(865)048-864-9204代表取締役 早稲田一也

埼玉県さいたま市南区鹿手袋３－２２－２１
電気工事 電気通信工事建設工事

　(676)

5030001003267

1031205サンリツツウシン

三立通信(株)
　(698)03-5296-0511代表取締役 木村敬道

東京都千代田区内神田３－４－１３
電気通信工事建設工事

6010001017086

1030359サンレイシヤ

(株)三冷社 北関東支店
A　(1350)048-824-2855支店長 矢川敏浩

埼玉県さいたま市浦和区神明１－１８－２０
管工事建設工事

2010001044308

1031178サンロード

(株)サンロード
C　(623)048-773-8230代表取締役 菅原達也

埼玉県上尾市西宮下２－１３４－１
土木工事 とび･土工工事 塗装工事建設工事

　(725) 　(752)

5030001041366
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1030204サンワード

(株)サンワード
D　(570)048-229-7631代表取締役 川坂卓郎

埼玉県戸田市美女木１－２６－２－１階
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 塗装工事 解体工事建設工事

　(651) 　(570) 　(676) 　(609)

1030002024332

1030314サンワクリーン

(株)三和クリーン
　(529)03-3805-2271代表取締役 関根久志

東京都荒川区西日暮里５－３６－５
電気工事 電気通信工事建設工事

　(676)

9011501006484

1030461サンワコムシスエンジニアリング

サンワコムシスエンジニアリング(株)
　(1486)03-6365-3122代表取締役 坂本繁実

東京都杉並区高円寺南２－１２－３
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1612)

7011301014037

1031195サンワシヤツターコウギヨウ

三和シヤッター工業(株) 埼玉メンテサービスセン
ター 　(1461)048-665-3054所長 竹之内祐

埼玉県さいたま市北区宮原町２－７８－１５
内装仕上工事 建具工事建設工事

　(1857)

7011401012519

1030969サンワタイイクセイハン

三和体育製販(株)
　(688)048-255-6121代表取締役 村川和夫

埼玉県川口市緑町９－１５
とび･土工工事 塗装工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 造園工事建設工事

　(611) 　(687) 　(698) 　(631)

6030001075248

1030228サンワツウシンコウギヨウ

三和通信工業(株) 東京支店
　(884)03-5840-8101取締役支店長 田部伸一

東京都文京区湯島２－３１－１４
電気通信工事建設工事

9120001080649

1030060サンワツクス

(株)サンワックス
　(632)048-520-3000代表取締役 野原治人

埼玉県熊谷市問屋町２－５－１３
電気工事 管工事建設工事

C　(597)

4030001086866

1030698シーエスケエ

(株)シー・エス・ケエ 東京支店
B　(779)03-6424-8734東京支店長 安東泰二

東京都大田区平和島４－１－２３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(922) A　(854)

9180001025648

1030134ジーエスユアサ

(株)ＧＳユアサ 東京支社
　(1408)03-5402-5822支社長 谷口隆

東京都港区芝公園１－７－１３
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1001)

5130001028411

1031050ジーエスユアサフイールデイングス

(株)ジーエス・ユアサフィールディングス 北関東
営業所 　(1336)048-813-7440所長 濱根一郎

埼玉県さいたま市浦和区領家４－５－４
電気工事建設工事

4010801012255

1030114ジエイエフイーエンジニアリング

ＪＦＥエンジニアリング(株)
　(1788)045-505-8901代表取締役 大下元

神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１
鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1821) 　(1526)

8010001008843

1031065ジエイエフイーテクノス

ＪＦＥテクノス(株)
　(1386)045-505-7370代表取締役 吉田誠太郎

神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１
電気工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事建設工事

　(1274) 　(1237)

2020001016727

1030872ジエイブイシーケンウツドコウキヨウサンギヨウシステム

(株)ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 関東支
店 　(866)048-644-1737支店長 池戸卓己

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－２ ＪＡ共済埼玉ビル７階
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(1143) 　(957)

3020001113291

1030682シオノコウギヨウ

(株)シオノ工業
B　(940)049-222-7240代表取締役 伏見有朋

埼玉県川越市神明町２３－１５
建築工事 とび･土工工事 塗装工事 防水工事 解体工事建設工事

　(714) 　(810) 　(820) 　(808)

3030001054881

1031145シオハマコウギヨウ

(株)塩浜工業 東京本社
A　(1363)03-6747-6027代表取締役 後藤善哉

東京都文京区後楽１－５－３ 後楽国際ビルディング１２階
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事建設工事

A　(1540) 　(973) 　(1122) A　(1043)

4210001010568

1040033シゲタコウギヨウシヨ

(株)茂田工業所
B　(744)048-666-6868代表取締役 茂田直美

埼玉県さいたま市北区東大成町２－３７６－２
土木工事 電気工事 管工事 水道施設工事 消防施設工事建設工事

　(721) A　(1013) 　(719) 　(721)

6030001017398
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1030444システムエンジニアリング

(株)システムエンジニアリング
　(947)03-3866-3261代表取締役 田口純

東京都台東区柳橋１－１３－３
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(825) 　(980)

7010501016306

1030837システムキカク

(株)システム企画
　(579)048-826-6200代表取締役 清水明仁

埼玉県さいたま市中央区円阿弥６－３－２
電気工事 電気通信工事建設工事

　(584)

3030001011222

1030013システムハウスアールアンドシー

(株)システムハウスアールアンドシー 首都圏事業
部 A　(1300)03-5762-0934事業部長 木村明文

東京都品川区東大井２－１３－８ ケイヒン東大井ビル
建築工事建設工事

8010701011766

1030178シチズンテイアイシイ

シチズンＴＩＣ(株) 東京支店
　(930)042-386-2293東京支店長 日下部鋭一

東京都小金井市前原町５－６－１２
電気通信工事建設工事

8012401005081

1030261シチヨウカクシステム

視聴覚システム(株)
　(667)048-754-2225代表取締役 内藤健司

埼玉県春日部市粕壁東２－１０－１４
電気工事 管工事 電気通信工事建設工事

C　(625) 　(663)

2030001051120

1030248シノダセキザイコウギヨウ

(有)篠田石材工業
　(762)048-952-1054代表取締役 篠田雅央

埼玉県三郷市番匠免１－７４
石工事建設工事

6030002049036

1030622シノダセツビ

(株)篠田設備
C　(670)048-954-8625代表取締役 篠田英明

埼玉県三郷市仁蔵４４８－１
土木工事 管工事 消防施設工事建設工事

A　(886) 　(665)

4030001036747

1030091シノダデンキ

(株)篠田電機
　(880)048-952-2052代表取締役 篠田浩

埼玉県三郷市三郷３－６－５
電気工事 管工事建設工事

B　(790)

7030001036752

1030332シマダケンセツコウギヨウ

島田建設工業(株)
A　(1109)048-285-1891代表取締役 島田賢一

埼玉県川口市道合３０５
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

　(711) A　(909) 　(711) 　(907)

8030001075394

1030324シマヅシステムソリユーシヨンズ

島津システムソリューションズ(株) 北関東営業所
　(1117)048-654-1181所長 熊谷英明

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５８６－２ サニクス．２１－２
０２

電気工事建設工事

8130001021066

1030325シマヅシステムソリユーシヨンズ

島津システムソリューションズ(株) 東京支店
　(1033)03-3219-5770支店長 小林淳一

東京都千代田区神田錦町１－３
電気通信工事建設工事

8130001021066

1030955シマムラコウギヨウ

(株)島村工業 三郷営業所
A　(1316)048-949-0230営業所長 森田道夫

埼玉県三郷市ピアラシティ２－３－１０
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1355) 　(1108) A　(1176) 　(1048)

9030001056550

1030055シマムラデンギヨウ

島村電業(株)
　(925)048-771-1412代表取締役 島村典泰

埼玉県上尾市上１３０２－３
電気工事建設工事

6030001041596

1031066シミズアーネツト

(株)清水アーネット 行田本店
　(938)048-553-6008取締役行田本店長 市川祥路

埼玉県行田市忍２－１９－１
とび･土工工事 管工事 機械器具設置工事 造園工事 消防施設工事建設工事

A　(996) 　(707) 　(772) 　(710)

1030001086902

1030151シミズケンセツ

清水建設(株)
B　(802)048-991-2901代表取締役 川名正博

埼玉県北葛飾郡松伏町田中３－２７－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

　(635) B　(752) 　(622) 　(622)

4030001065341

1030737シミズケンセツ

清水建設(株) 関東支店
A　(2014)048-631-3311常務執行役員支店長 谷口寛明

埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

A　(2044) 　(1612) 　(1652) 　(1698)

1010401013565
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1030861シミズゴウキンセイサクシヨ

(株)清水合金製作所
　(762)0749-23-3131代表取締役 小田仁志

滋賀県彦根市東沼波町９２８
機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(757)

5160001008377

1030149シムラデンセツ

志村電設(株) 埼玉支店
　(969)042-973-9011取締役支店長 加村克己

埼玉県飯能市八幡町９－１６
電気工事建設工事

5013101003683

1030397ジヤクエツ

(株)ジャクエツ
A　(1168)0770-25-2200代表取締役 徳本達郎

福井県敦賀市若葉町２－１７７０
建築工事 とび･土工工事 造園工事建設工事

　(979) 　(1133)

2210001010594

1040037ジヤトー

ジャトー(株) 東京本社
　(881)03-3431-1621東京本社長 下出義一

東京都港区浜松町２－７－１９ ＫＤＸ浜松町ビル７階
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1145)

6120001072913

1030854ジヤパンエレベーターパーツ

ジャパンエレベーターパーツ(株)
　(891)048-486-9200代表取締役 那須公輔

埼玉県和光市新倉５－６－５０
機械器具設置工事建設工事

7040001023972

1031151シユウワ

(株)修和
B　(926)048-294-9000代表取締役 染谷修

埼玉県川口市北原台３－１６－３８
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(858) B　(802) B　(791) 　(850)

4030001075472

1030238シユトケンカンキヨウサービス

首都圏環境サービス(株)
B　(734)048-840-2090代表取締役 大澤英山

埼玉県さいたま市中央区上落合１－１０－２４
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

　(646) B　(710) 　(621) 　(659)

2030001004004

1030117シヨウエイデンセツ

(株)昌栄電設
　(788)049-253-2221代表取締役 田中昌二

埼玉県富士見市東みずほ台２－１１－９
電気工事 電気通信工事建設工事

　(676)

1030001046492

1030259シヨウガイスポーツケンセツ

生涯スポーツ建設(株)
B　(764)048-826-5447代表取締役 飯島寛一

埼玉県さいたま市南区別所３－５－１２ ＷＡＤＡ１９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

　(806) C　(623) 　(626) 　(574)

3030001028332

1030710シヨウデンエンジニアリング

(株)昭電エンジニアリング
　(868)048-985-1341代表取締役 藤田昌樹

埼玉県越谷市南越谷１－２９３３－３
電気工事 消防施設工事建設工事

　(664)

3030001064162

1030139ジヨウホウツウシンシステムエンジニアリング

情報通信システムエンジニアリング(株)
　(627)03-3434-1041代表取締役 内田剛

東京都港区新橋５－３５－１０
電気通信工事建設工事

1010401013937

1030242シヨウワコウギヨウ

昭和工業(株)
B　(871)049-224-6149代表取締役 石井成人

埼玉県川越市石原町２－５８－１６
土木工事 とび･土工工事 電気工事 管工事 ほ装工事建設工事

　(744) 　(713) A　(1001) B　(789)

4030001054947

1031108シヨウワコウギヨウ

正和工業(株)
B　(886)048-736-6111代表取締役 横田生樹

埼玉県春日部市豊野町２－３２－１９
土木工事 建築工事 電気工事 管工事 防水工事建設工事

A　(1086) 　(863) A　(1137) 　(848)

4030001051119

1030906シヨウワコンクリートコウギヨウ

昭和コンクリート工業(株) 埼玉営業所
A　(1427)048-652-2820所長 鷹野誠

埼玉県さいたま市大宮区桜木町３－３３
土木工事 とび･土工工事 水道施設工事建設工事

　(1297) 　(1129)

2200001002601

1030004シヨーテツク

(株)ショーテック
D　(528)048-949-5770代表取締役 成清博之

埼玉県三郷市中央２－３－１
土木工事 ほ装工事建設工事

C　(528)

1030001040479

1030715シヨーボンドケンセツ

ショーボンド建設(株) 関東支店
A　(1601)048-651-2126支店長 渡辺拓

埼玉県さいたま市北区宮原町１－５０１－１
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(1503) 　(1528) A　(1040) 　(1313)

2010001131980
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1030828ジヨンソンコントロールズ

ジョンソンコントロールズ(株) 北関東支店
　(1399)048-640-1791北関東支店長 鹿又隆

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－６５－２ Ｖスクエア大宮
電気工事 管工事建設工事

A　(1478)

8011001046081

1030416シライシケンセツ

白石建設(株)
A　(1264)03-3314-5440代表取締役 北澤暖

東京都杉並区高円寺南４－１５－１１
建築工事建設工事

3011301003480

1030746シラカワブタイキコウ

白川舞台機構(株)
　(630)048-856-0865代表取締役 白川裕司

埼玉県さいたま市桜区道場７０９－１
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(735)

7030001004040

1030677シロヤマサンギヨウ

城山産業(株) 埼玉支店
B　(761)048-987-1081支店長 渡邊浩二

埼玉県越谷市南越谷４－２３－１３
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(779)

4011001011320

1030159シンエイコウギヨウ

(株)信栄興業 三郷支店
B　(876)048-951-1273支店長 河田良光

埼玉県三郷市早稲田２－２０－１１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(688) B　(780) 　(623)

1030001015670

1030605シンクエンジニアリング

シンク・エンジニアリング(株)
　(1077)03-3724-7201代表取締役 岡村勝也

東京都目黒区自由が丘３－１６－１５
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(793) 　(957)

5013201002585

1030336シンケンコウギヨウ

シン建工業(株)
A　(1031)048-837-3000代表取締役 北清太郎

埼玉県さいたま市南区鹿手袋３－２３－３０
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1050) 　(793) B　(824) 　(775)

2030001003848

1030173シンケンセツビコウギヨウ

(株)新研設備工業
B　(948)048-856-2911代表取締役 大原喜四郎

埼玉県さいたま市桜区西堀８－１２－１５
土木工事 管工事 水道施設工事建設工事

A　(1009) 　(724)

3030001003855

1030946シンゴウキザイ

信号器材(株) 埼玉営業所
A　(966)048-861-1993所長 南雲勝己

埼玉県さいたま市南区南本町２－５－１５
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(1235) A　(871) 　(1165)

2020001069493

1030876シンサイタマカンキヨウセンター

新埼玉環境センター(株)
B　(813)0493-62-8121代表取締役 小田正

埼玉県比企郡嵐山町志賀４３２－３
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(787) B　(752) B　(777) 　(659)

5030001071636

1030814シンセイ

(株)進誠 草加営業所
　(839)048-954-5764所長 坂田将大

埼玉県草加市金明町７３４－３ アンザイビル２階
電気工事 電気通信工事建設工事

　(615)

9030001040570

1031135シンセイテクノス

新生テクノス(株) 東京支店
　(1611)03-3575-5720取締役支店長 龍尾勇二

東京都港区東新橋１－７－４
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1318)

7010401013114

1030750シンセイデンキコウジ

新生電気工事(株)
　(837)048-684-0406代表取締役 竹島芳茂

埼玉県さいたま市見沼区小深作９１８－４
電気工事建設工事

3030001004192

1031006シンセイビルテクノ

新生ビルテクノ(株)
　(753)03-5814-0111代表取締役 荒川洋

東京都文京区千駄木３－５０－１３
電気工事 管工事 消防施設工事建設工事

B　(792) 　(711)

9010501005298

1031057シンデンキ

(株)新電気
　(1015)048-958-2611代表取締役 西藤輝

埼玉県三郷市早稲田４－７－９
電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

B　(832) 　(849) 　(803)

4030001036755

1030283シンニツポンクウチヨウ

新日本空調(株) 埼玉営業所
A　(1814)048-645-6201所長 宮崎修

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２
管工事建設工事

2010001062912
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1040010シンニホンケンセツ

新日本建設(株)
A　(1121)043-213-1453代表取締役 高見克司

千葉県千葉市美浜区ひび野１－４－３
土木工事 建築工事建設工事

A　(1730)

2040001003186

1030699シンニホンコウギヨウ

新日本工業(株) 東京営業所
　(956)03-6658-4081所長 奥田武

東京都江戸川区平井４－７－１６ 徳久ビル５階
鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

　(881)

1180001058762

1030140シンフオニアエンジニアリング

シンフォニアエンジニアリング(株) 東京本社
　(1277)03-6911-2074東京本社長 高島俊夫

東京都新宿区西新宿２－７－１ 小田急第一生命ビル
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(1028) 　(847)

2190001006711

1031024シンフオニアテクノロジー

シンフォニアテクノロジー(株) 社会インフラシス
テム営業部 　(1492)03-5473-1830部長 林和孝

東京都港区芝大門１－１－３０ 芝ＮＢＦタワー
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(1219) 　(1189)

2010401054443

1030407シンメイケンセツ

伸明建設(株)
B　(741)048-255-6600代表取締役 青木祥禎

埼玉県川口市並木４－１４－５
土木工事 建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

A　(976) 　(717) 　(826)

9030001075377

1030014シンメイワアクアテクサービス

新明和アクアテクサービス(株) 北関東センター
　(884)048-651-9861所長 木田博喜

埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３－２０
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

B　(804) 　(957)

9140001029181

1031158シンメイワコウギヨウ

新明和工業(株) 産機システム事業部環境システム
本部営業部 　(1253)03-3842-6332副本部長 飯島二郎

東京都台東区東上野５－１６－５
清掃施設工事建設工事

7140001082323

1031159シンメイワコウギヨウ

新明和工業(株) 流体事業部営業本部関東支店
A　(1098)048-653-6771支店長 佐々木英二

埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３－２０
土木工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

A　(1064) 　(1539)

7140001082323

1030414シンヨーデンキ

シンヨー電器(株)
　(920)03-3454-7411代表取締役 安達武

東京都港区三田３－４－１７
電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

B　(701) 　(871) 　(808)

1010401013862

1031181シンリヨウコウギヨウ

新菱工業(株)
　(1040)03-5289-0009代表取締役 菅家誠司

東京都千代田区神田多町２－９－２
電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

A　(894) 　(1154) 　(960)

5010001119107

1030712シンリヨウレイネツコウギヨウ

新菱冷熱工業(株) 関東支店
A　(1938)048-643-2222支店長 松浦健一

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－３８－１ ＫＤＸ大宮ビル
管工事建設工事

8011101010326

1030517シンワ

(有)進和
　(559)04-2990-5055代表取締役 坪田泉

埼玉県所沢市下富１２８８－１
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(683)

2030002029751

1030534シンワデンコウ

(株)新和電工
B　(768)03-5628-2111代表取締役 長島義博

東京都江東区大島１－９－８
建築工事 電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(1147) B　(738) 　(810) 　(870)

8010601003558

1031091スイケン

(株)水研 東京支店
　(842)03-3970-9030支店長 前嶋稔樹

東京都練馬区春日町６－７－３２
水道施設工事建設工事

4160001009987

1030116スイスツウシンシステム

スイス通信システム(株)
　(786)043-231-8231代表取締役 平野恒次

千葉県千葉市中央区都町６－２１－５
電気工事 電気通信工事建設工事

　(983)

5040001003497

1030902スイタジヨウホウシステム

(株)スイタ情報システム 東京本社
　(937)03-3431-7511営業部長 宮田茂

東京都港区浜松町２－６－２
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(775) 　(1027)

5120001065397
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1030263スイングエンジニアリング

水ｉｎｇエンジニアリング(株) 首都圏支店
　(1238)03-6830-9092支店長 川俣幸夫

東京都港区港南１－７－１８
機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1265)

5010401137014

1030090スガコウギヨウ

須賀工業(株) 北関東支店
A　(1611)048-644-6331支店長 山谷茂

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１２３ 大栄ツインビルＳ館
管工事建設工事

1010501032696

1031161スカコウムテン

(株)須賀工務店
B　(850)048-962-2595代表取締役 須賀定吉

埼玉県越谷市東越谷８－１５－６
建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(725) 　(679)

2030001064188

1030717スガテツク

(株)スガテック
　(1006)03-6275-1200代表取締役 上野浩光

東京都港区海岸３－２０－２０
電気工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事 清掃施設工事建設工事

　(1310) 　(1358) 　(868) 　(1060)

1010401079524

1030587スガドボク

(株)菅土木
B　(910)048-253-0112代表取締役 熊谷貴洋

埼玉県川口市西川口３－７－３３
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(646) C　(646) B　(696) 　(768)

3030001075548

1030184スギモトコウギヨウ

杉本興業(株) リノベーション事業本部
B　(898)048-996-0789執行役員リノベーション事業本部本部

長 齋藤次良

埼玉県八潮市浮塚５６２－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事建設工事

A　(1208) 　(1100)

6011801008869

1030047スギモトドケンコウギヨウ

(株)杉本土建工業 埼玉東部営業所
B　(909)0489-81-5015埼玉東部営業所長 宮下寛信

埼玉県吉川市吉川１－２８－１５－２階
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(823) B　(788)

3030001004465

1031146スゴウケンセツ

須合建設(株)
A　(1013)048-952-2946代表取締役 須合政春

埼玉県三郷市三郷１－２３－８
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(853) A　(933) 　(728)

3030001036772

1030072スズキ

(株)鈴木
B　(766)048-810-5234代表取締役 佐藤尚人

埼玉県さいたま市南区大谷口２４３５
建築工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(827) 　(789) 　(666)

3030001004416

1030286スズキグミ

(株)鈴木組
A　(978)048-964-7598代表取締役 鈴木康裕

埼玉県越谷市赤山町２－１８０
土木工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(868) 　(713) 　(713) 　(752)

5030001064193

1030353スズキケンセツ

(株)鈴木建設
B　(762)048-991-2608代表取締役 鈴木庄衛

埼玉県北葛飾郡松伏町金杉９６８－１
土木工事 建築工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

C　(613) B　(709) 　(596) 　(602)

5030001065233

1030380スズキコウギヨウ

(株)鈴木工業
　(736)03-6279-8555代表取締役 鈴木聖也

東京都板橋区東新町１－５０－１２
解体工事建設工事

9030001048837

1031095スズキコウムシヨ

(株)鈴木工務所
B　(947)048-571-0252代表取締役 鈴木弘彦

埼玉県深谷市仲町８－１９
土木工事 建築工事 ほ装工事 防水工事 解体工事建設工事

A　(1119) B　(831) 　(793) 　(905)

2030001086389

1030812スズキシヤツター

(株)鈴木シャッター 北関東支店
　(933)048-615-0350支店長 小島壯太

埼玉県さいたま市北区宮原町３－３７６－１ サンフィール大宮宮
原２階２０１号室

内装仕上工事 建具工事建設工事

　(1304)

9013301013446

1030329スズヌイコウギヨウ

鈴縫工業(株) 東京支店
A　(1229)03-3463-3800支店長 平塚三男

東京都渋谷区宇田川町３－１４ ザ・パークハウスアーバンス渋谷
１０１号室

土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1324) 　(1092) A　(1081) 　(913)

6050001023270

1031141スターツシーエーエム

スターツＣＡＭ(株)
A　(1713)03-6860-3331代表取締役 直井秀幸

東京都江戸川区中葛西３－３７－４
建築工事建設工事

4011701010514
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1040009スドウコウギヨウ

須藤工業(株)
B　(725)045-500-1081代表取締役 須藤隆郎

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－２０－９
土木工事 水道施設工事建設工事

　(1012)

8020001073341

1030933スバルケンセツ

(株)すばる建設
A　(1024)048-952-8338代表取締役 稲村隆浩

埼玉県三郷市三郷３－６－６
土木工事 建築工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

C　(678) A　(889) 　(663) 　(663)

8030001036520

1030377スバルデンギヨウ

(有)スバル電業
　(846)048-978-2719代表取締役 松本万里子

埼玉県越谷市袋山５０３－１
電気工事建設工事

4030002086675

1030499スポーツケンセツ

(株)スポーツ建設
B　(793)03-3530-6091代表取締役 太田栄喜

東京都板橋区南常盤台１－２２－７
土木工事 造園工事建設工事

　(616)

5011401006951

1030614スポーツシセツ

スポーツ施設(株)
A　(967)03-5995-5271代表取締役 太田豊

東京都板橋区南常盤台１－３５－１
土木工事 ほ装工事 造園工事建設工事

B　(697) 　(669)

5011401003404

1030244スポーツテクノワコウ

(株)スポーツテクノ和広
A　(1215)03-3762-8351代表取締役 高松保雄

東京都品川区南大井３－６－１８ 有馬ビル４Ｆ
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(945) A　(1201) 　(898)

4010701005061

1030752スポーツマテリアル

スポーツマテリアル(株)
C　(660)042-335-7765代表取締役 石垣芳生

東京都府中市清水が丘２－５０－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(815) C　(603)

2012401000831

1031133スミダコウギヨウ

スミダ工業(株)
C　(685)048-882-0166代表取締役 半田正一

埼玉県さいたま市浦和区前地３－１４－１２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

A　(1029) 　(735) 　(875)

5030001004447

1031192スミトモジユウキカイエンバイロメント

住友重機械エンバイロメント(株)
　(1041)03-6737-2728代表取締役 永井貴徳

東京都品川区西五反田７－１０－４ ルーシッドスクエア五反田
電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事 清掃施設工事建設工事

A　(1119) 　(1443) 　(1369) 　(1224)

9010701017762

1030604スミトモデンセツ

住友電設(株) 北関東支店
　(1817)048-651-6901支店長 中野泰文

埼玉県さいたま市北区宮原町２－１８－１５ リラ第一ビル
電気工事建設工事

7120001044515

1030378スミトモリンギヨウ

住友林業(株) 建築市場開発部
A　(1881)03-3214-2535建築市場開発部長 吉田浩

東京都千代田区大手町１－３－２ 経団連会館
建築工事建設工事

4010001090011

1030959スリーエイセズ

(株)スリーエイセズ
D　(540)048-988-4355代表取締役 鈴木勝彦

埼玉県越谷市レイクタウン１－１－１４
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

　(536) C　(540) 　(540) 　(540)

7030002087349

1030494セイカン

(株)誠環
B　(751)048-935-5887代表取締役 水下幸江

埼玉県草加市八幡町６２４－３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

D　(594) 　(594) B　(681) 　(594)

9030001035117

1030430セイケン

(株)精研 東京本社
A　(1376)03-5689-2351取締役東京本社代表 松能功

東京都文京区小石川１－１５－１７ ＴＮ小石川ビル
管工事建設工事

3120001082411

1030497セイコウエン

(株)清香園
B　(858)0495-22-3414代表取締役 阪上清之介

埼玉県本庄市朝日町３－２２－４
土木工事 ほ装工事 造園工事建設工事

B　(717) 　(967)

7030001060298

1030613セイコウデンキセイサクシヨ

(株)正興電機製作所 さいたま営業所
　(1376)048-826-2058副所長 千治松和夫

埼玉県さいたま市浦和区常盤２－２－１１
電気工事建設工事

6290001014089
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1030707セイコータイムクリエーシヨンー

セイコータイムクリエーシヨン(株)
　(950)03-5646-1601代表取締役社長 萩原健二

東京都江東区福住２－４－３
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(841) 　(967)

6010601030983

1030816セイブケンセツ

西武建設(株) 関東支店
A　(1548)048-662-9532執行役員支店長 越口春樹

埼玉県さいたま市大宮区宮町３－１３－２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1600) 　(1286) A　(962) 　(1241)

3013301006249

1030163セイブゾウエン

西武造園(株) 北関東営業所
A　(1019)04-2924-9080所長 斎藤武男

埼玉県所沢市小手指町１－２０－４
土木工事 石工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(783) B　(819) 　(1327)

2013301006241

1031163セイリヨウデンキ

西菱電機(株) 東京支社
　(1087)03-5777-3944支社長 早川裕治

東京都港区芝大門１－１－３０
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1116)

1140001078509

1030889セイワケンセツ

誠和建設(株)
B　(730)048-298-3011代表取締役 齋藤武司

埼玉県川口市戸塚２－２２－２８ プロスパー２Ｆ
建築工事建設工事

8030001078026

1030535セイワコウギヨウ

(株)成和工業
D　(586)048-686-6956代表取締役 石森一雄

埼玉県さいたま市見沼区大谷３７２－５
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(671) 　(756)

1030001004665

1030085セキグチケンセツ

(株)関口建設
B　(910)0276-86-5653代表取締役 関口栄一

群馬県邑楽郡千代田町萱野１２３５－４
建築工事建設工事

9070001019537

1030532セキグチコウギヨウ

(株)関口興業
　(1005)03-3896-4621代表取締役 関口義一

東京都足立区西新井５－１５－１０
解体工事建設工事

8011801009064

1030892セキグチコウギヨウ

関口工業(株)
A　(1185)048-472-2822代表取締役 星野博之

埼玉県志木市中宗岡１－３－３４
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

B　(831) 　(905) A　(1023) 　(995)

4030001045368

1030704セキスイハウス

積水ハウス(株) 埼玉東シャーメゾン支店
A　(2017)048-988-6880支店長 石井真樹

埼玉県越谷市南越谷１－１６－７ 南越谷センタービル３Ｆ
建築工事建設工事

8120001059652

1030375セキゾウエンドボク

(株)関造園土木
C　(698)0480-23-5840代表取締役 関和幸

埼玉県久喜市下早見５７０－３
土木工事 とび･土工工事 造園工事建設工事

　(707) 　(794)

8030001030787

1030433セキネデンキシヨウカイ

(株)関根電気商会
　(1069)049-225-2291代表取締役 関根敏郎

埼玉県川越市鴨田２０６０
電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

A　(883) 　(742) 　(741)

6030001056652

1030411セコム

セコム(株)
　(1361)03-5775-8475代表取締役 尾関一郎

東京都渋谷区神宮前１－５－１
電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

A　(1320) 　(1495) 　(1451)

6011001035920

1030516ゼニタカグミ

(株)錢高組 北関東支店
A　(1563)048-822-5108支店長 木村英俊

埼玉県さいたま市浦和区常盤１－２－２１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

A　(1703) 　(879) 　(1102) 　(1217)

5120001049004

1030157セノー

セノー(株) 関東信越支店
　(1062)047-385-1110支店長 木本博

千葉県松戸市松飛台３９８
機械器具設置工事建設工事

9040001041601

1031079セラフエノモト

(株)セラフ榎本
B　(858)048-265-1883代表取締役 榎本修

埼玉県川口市芝中田２－３４－１６
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(923) 　(790)

4030001073996
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1040002ゼンシヨウ

(株)善商
　(388)048-954-7647代表取締役 鈴木達紀

埼玉県三郷市鷹野４－３１－１
解体工事建設工事

5030001125598

1031219ゼンデンコウ

(株)善電工
　(778)048-953-4321代表取締役 成田文徳

埼玉県三郷市中央２－１１－３
電気工事建設工事

4030001036788

1031225ゼンヨウ

(株)前洋
　(604)048-925-4819代表取締役 田中宏昌

埼玉県草加市手代２－１４－２３
とび･土工工事 塗装工事建設工事

　(535)

9030001106826

1030438ソウカケンセツ

草加建設(株)
A　(960)048-943-7900代表取締役 中村義弘

埼玉県草加市長栄１－６２８－１
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(817) B　(691) A　(853) 　(753)

3030001035147

1030471ソウゴウケイビホシヨウ

綜合警備保障(株)
　(1185)03-3470-6811代表取締役 青山幸恭

東京都港区元赤坂１－６－６
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(1408) 　(1396)

3010401016070

1031201ソウセイ

(株)創成
C　(618)04-2940-8677代表取締役 松下修

埼玉県所沢市東狭山ケ丘１－７－５２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(708) C　(596) 　(598)

6030001024428

1030922ソウマデンギヨウ

相馬電業(株)
　(931)048-461-7336代表取締役 古小高収

埼玉県和光市本町５－１８
電気工事 消防施設工事建設工事

　(691)

4030001046746

1030567ソーセツエンジニアリング

ソーセツエンジニアリング(株) さいたま支店
A　(1173)048-651-5300支店長 山田裕孝

埼玉県さいたま市北区奈良町１５３－１２
管工事 消防施設工事建設工事

　(814)

5030001084919

1030412ダイイチキンゾク

第一金属(株)
　(618)0480-23-0074代表取締役 河野富美男

埼玉県久喜市下早見１５９１
とび･土工工事 解体工事建設工事

　(606)

5030001030798

1030703ダイイチケンセツコウギヨウ

第一建設工業(株) 東京支店
A　(1549)03-3833-7893執行役員支店長 原隆興

東京都台東区東上野１－７－１５ ヒューリック東上野一丁目ビル
建築工事建設工事

4110001002922

1030256ダイイチコウギヨウ

大一工業(株)
B　(809)048-925-5310代表取締役 豊田勝彦

埼玉県草加市西町４４０－１１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(710) B　(724) 　(675)

2030001035164

1030721ダイイチコウギヨウ

第一工業(株) 北関東営業所
A　(1498)048-233-9011所長 宮原洋一

埼玉県蕨市塚越７－２－８
管工事 消防施設工事建設工事

　(1020)

4010001034620

1030445ダイイチセツビコウギヨウ

第一設備工業(株) 関東支店
A　(1412)048-642-8748支店長 川村慎太郎

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－１３－２ 大宮ダイヤビル
管工事建設工事

8010001048732

1040016ダイイチセントラルセツビ

第一セントラル設備(株) 東京支店
A　(1134)03-3662-3650東京支店長 池田紀雄

東京都中央区日本橋兜町８－４
管工事建設工事

2040001026699

1030619ダイイチテクノ

(株)第一テクノ 関東支店
B　(880)048-840-3611関東支店長 田中直康

埼玉県さいたま市桜区南元宿２－３４－１１
土木工事 電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1368) A　(1045) 　(1315) 　(1123)

8010701005413

1030693ダイイチデンキコウギヨウ

第一電機工業(株) 東京支店
　(1217)03-5888-6192支店長 西田昌弘

東京都足立区西新井本町５－１－２ ライフコーポ１階
電気工事建設工事

7220001003808
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1031025ダイイチトソウコウギヨウ

第一塗装工業(株)
B　(844)048-886-5344代表取締役 市橋和雄

埼玉県さいたま市浦和区元町２－２９－９
土木工事 建築工事 とび･土工工事 塗装工事 防水工事建設工事

B　(910) 　(841) 　(930) 　(831)

8030001004849

1030875ダイエイデンキ

大栄電気(株)
　(1248)03-6738-8888代表取締役 岡村峰督

東京都中央区湊１－１４－１５
電気工事建設工事

7010001049005

1030993タイキシヤ

(株)大氣社 関東支店
A　(1858)048-644-5432理事支店長 坂本雅文

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１２３ 大栄ツインビルＳ館５Ｆ
管工事建設工事

7011101011812

1031027タイコウケンセツ

大恒建設(株)
A　(980)048-754-3581代表取締役 大舘孝弘

埼玉県春日部市上蛭田４６２－７
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(761) A　(855) 　(746) 　(716)

3030001051185

1030582タイコウデンキ

(株)大広電気
　(989)048-995-8200代表取締役 熊田秀明

埼玉県八潮市中央２－１－１７
電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

B　(695) 　(707) 　(720)

2030001036146

1040045タイコウデンキ

(株)大広電気 草加支店
　(720)048-953-9158支店長 熊田仁三郎

埼玉県草加市手代３－５２－１
消防施設工事建設工事

2030001036146

1031128ダイゴコウギヨウ

大五興業(株)
B　(882)048-283-4100代表取締役 川井美加

埼玉県川口市道合２４－２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

　(721) B　(814) 　(652) 　(652)

4030001075753

1030189ダイサンヨウコウ

(株)大三洋行
　(1170)03-5783-1811代表取締役 白地英昭

東京都港区港南２－５－１１ 大三洋行品川ビル５階
電気工事 消防施設工事建設工事

　(791)

2010401016534

1030311ダイシヨウトソウ

(株)ダイショウ塗装
　(713)048-940-6087代表取締役 大熊勝美

埼玉県越谷市谷中町１－１－１
塗装工事 防水工事建設工事

　(663)

9030001104549

1031157ダイスエケンセツ

大末建設(株) 東京本店
A　(1136)03-5634-9018取締役執行役員本店長 鶴浩一郎

東京都江東区新砂１－７－２７
土木工事 建築工事建設工事

A　(1675)

5120001083408

1031120タイセイ

(株)泰成
C　(650)048-955-3385代表取締役 成島一男

埼玉県三郷市戸ヶ崎２－７３７
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(642) C　(640) 　(538)

4030001063238

1030048タイセイオンチヨウ

大成温調(株) 関東支店
A　(1625)048-669-3811執行役員支店長 長野元昭

埼玉県さいたま市北区宮原町２－３４－３
管工事建設工事

3010701005946

1031149タイセイキコウ

大成機工(株) 東京支店
A　(1086)03-5201-7771取締役支店長 中村稔

東京都中央区日本橋１－２－５ 栄太郎ビル７階
土木工事 管工事 塗装工事 水道施設工事建設工事

A　(1140) 　(915) 　(1286)

1120001066556

1030098タイセイケンセツ

大成建設(株) 関東支店
A　(2050)048-641-7822支店長 浅田佳之

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６
土木工事 建築工事 鋼構造物工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(2070) 　(1651) 　(1693) 　(1695)

4011101011880

1031188タイセイセツビ

大成設備(株) 北関東支店
　(1361)048-687-3281支店長 齊藤昭博

埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３０－１５ カナエビル５階
電気工事 管工事建設工事

A　(1625)

5011101011888

1030345タイセイユーレツク

大成ユーレック(株)
A　(955)03-6230-1725代表取締役 松三均

東京都港区虎ノ門２－２－１ 住友不動産虎ノ門タワー
土木工事 建築工事 管工事 防水工事 解体工事建設工事

A　(1460) A　(1036) 　(1184) 　(1021)

3010701005574
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1031092ダイダン

ダイダン(株) 関東支店
　(1574)048-644-8468関東支店長 岡崎努

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－２
電気工事 管工事 消防施設工事建設工事

A　(1817) 　(1338)

6120001045084

1030895ダイドウキコウ

大同機工(株)
　(1135)048-442-5007代表取締役 徳永光昭

埼玉県戸田市新曽３３６
鋼構造物工事 塗装工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(775) 　(1035) 　(770)

9030001023071

1031075ダイナブツク

Ｄｙｎａｂｏｏｋ(株) 北関東支店
　(791)048-660-0030支店長 太田正彦

埼玉県さいたま市北区宮原町２－１０７－２
電気通信工事建設工事

8010601034867

1030662タイヘイエンジニアリング

(株)太平エンジニアリング 北関東支店
A　(1605)048-832-6501支店長 大鹿勝弘

埼玉県さいたま市中央区下落合１０５０－２ 与野太平ビル６階
管工事建設工事

2010001004567

1030877タイヘイビルカンリ

太平ビル管理(株)
　(859)0480-32-0381代表取締役 黒田良一

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸２－６－３
電気工事 管工事 消防施設工事建設工事

B　(838) 　(759)

2030001051896

1030504タイヘイビルサービス

太平ビルサービス(株) さいたま支店
　(1095)048-644-2135常務取締役支店長 狩野伸三

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－４９－８ ＧＭ大宮ビル３階
電気工事 管工事 消防施設工事建設工事

A　(1044) 　(1061)

2011101012138

1030158タイメイシヨウカイ

(株)泰明商会
　(856)03-3535-0371代表取締役 宮川聡

東京都中央区銀座２－８－４
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(893)

4010001049560

1030559ダイユウデンセツコウギヨウ

大雄電設工業(株)
　(1145)03-5315-3002代表取締役 本庄謙一

東京都世田谷区給田３－２６－２０
電気工事建設工事

7010901007037

1030295ダイユウフリーズ

(株)大勇フリーズ
C　(635)048-290-5611代表取締役 大久保太陽

埼玉県川口市木曽呂７－１
土木工事 管工事 水道施設工事建設工事

B　(819) 　(635)

9030001075848

1030267タイヨウケンセツコウギヨウ

太陽建設工業(株)
B　(862)048-962-0671代表取締役 田山圭一

埼玉県越谷市谷中町４－１４３
土木工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

C　(669) B　(809) 　(679)

9030001064347

1030692タイヨウスポーツシセツ

太陽スポーツ施設(株)
B　(824)03-5791-5665代表取締役 渕沢一史

東京都港区高輪３－４－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(952) A　(868) 　(716)

9010401017567

1031121タイヨウデンセツコウギヨウ

太洋電設工業(株)
　(841)048-976-2748代表取締役 浅子さゆ美

埼玉県越谷市船渡１３４９
電気工事建設工事

2030001064353

1040043ダイワケンセツコウギヨウ

大和建設工業(株)
B　(931)048-738-0288代表取締役 柏崎靜雄

埼玉県春日部市大沼６－１４－２
建築工事 とび･土工工事 塗装工事 防水工事 解体工事建設工事

　(717) 　(815) 　(678) 　(700)

9030001092554

1030680ダイワハウスコウギヨウ

大和ハウス工業(株) 埼玉支社
A　(1614)048-601-1590支社長 杉山克博

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－１ ＪＲさいたま新都心ビル
土木工事 建築工事 とび･土工工事 塗装工事 内装仕上工事建設工事

A　(1979) 　(1582) 　(1122) 　(1619)

6120001059662

1030982ダイワリース

大和リース(株) さいたま支店
A　(1854)048-836-0481支店長 古賀章

埼玉県さいたま市南区文蔵１－１９－１７
建築工事建設工事

4120001077476

1030891タカオ

タカオ(株)
　(934)085-955-1275代表取締役 高尾典秀

広島県福山市御幸町中津原１７８７－１
とび･土工工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 造園工事建設工事

　(723) 　(667) 　(781)

7240001031229
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1030972タカオカデンキコウギヨウ

(株)高岡電気工業
　(882)048-991-3850代表取締役 高岡武

埼玉県北葛飾郡松伏町田島東１－２２
電気工事建設工事

8030001065362

1031210タカサゴケンセツ

(株)高砂建設
A　(1004)048-445-5000代表取締役 風間健

埼玉県蕨市中央１－１０－２
建築工事建設工事

5030001021095

1031213タカサゴネツガクコウギヨウ

高砂熱学工業(株) 埼玉営業所
A　(1944)048-650-1202埼玉営業所長 尾籠嗣郎

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ シーノ大宮ノース
ウィング１７階

管工事建設工事

3010001008749

1030156タカサゴロザイコウギヨウ

高砂炉材工業(株)
　(664)03-3270-6701代表取締役 高橋一彰

東京都中央区日本橋本町３－２－１３
電気工事 タイル･れんが･ブロック工事 機械器具設置工事建設工事

　(831) 　(794)

5010001067941

1031214タカダキコウ

高田機工(株) 東京本社
A　(1058)03-3662-3581営業本部東部営業部長 前田豊

東京都中央区日本橋大伝馬町３－２ Ｄａｉｗａ小伝馬町ビル
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事建設工事

　(1096) 　(1502)

8120001038994

1030978タカハシグミ

(株)高橋組
B　(916)0480-24-1000代表取締役 高橋崇剛

埼玉県久喜市南４－３－４
土木工事 建築工事 塗装工事 防水工事 解体工事建設工事

A　(1066) 　(703) 　(825) 　(763)

9030001092711

1030917タカハシデンキクウチヨウ

(株)高橋電気空調
　(515)048-943-2010代表取締役 高橋強

埼玉県草加市北谷１－９－１７
電気工事 管工事建設工事

C　(565)

2030001035222

1030474タカハシトソウ

(有)高橋塗装
C　(618)048-952-0470代表取締役 高橋信恒

埼玉県三郷市新和１－４２８
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(745) 　(653)

4030002049236

1030021タカマツ

タカマツ(株)
B　(734)048-592-0081代表取締役 倉持光栄

埼玉県北本市石戸宿３－９１－２
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(747) B　(689) B　(733) 　(696)

1030001062052

1030489タカマツケンセツ

高松建設(株) 東京本店
A　(1756)03-3455-8101取締役専務執行役員本店長 草苅信彦

東京都千代田区神田美土代町１－１
建築工事建設工事

9120001059478

1030563タカミサワサイバネテイツクス

(株)高見沢サイバネティックス
　(855)03-3227-9255代表取締役 高見澤和夫

東京都中野区中央２－４８－５
とび･土工工事 電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(777) 　(908) 　(860)

7011201003197

1030569タカモトケンセツ

高元建設(株)
B　(776)048-966-1661代表取締役 高橋和彦

埼玉県越谷市御殿町２－１１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1132) 　(854) B　(826) 　(942)

5030001064301

1031156タカヤマデンセツコウギヨウ

高山電設工業(株)
　(1069)048-267-0722代表取締役 阿部憲夫

埼玉県川口市芝下２－１７－１１
電気工事 電気通信工事建設工事

　(819)

8030001075948

1031131タカラビルメン

タカラビルメン(株)
　(647)0297-66-7111代表取締役 中込太郎

茨城県龍ケ崎市中根台４－１０－１
電気工事 タイル･れんが･ブロック工事 塗装工事 機械器具設置工事 消防施設工事建設工事

　(690) 　(615) 　(674) 　(617)

9050001025289

1030825タキグチコウギヨウ

(株)滝口興業
B　(829)048-262-0370代表取締役 瀧口勝則

埼玉県川口市前川１－２６－２２
土木工事 建築工事 ほ装工事 解体工事建設工事

B　(829) B　(768) 　(1033)

9030001075880

1040012タキシステツク

多紀システック(株)
　(910)048-948-8490代表取締役 瀧下正通

埼玉県三郷市新和１－４２１－１
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

B　(698) 　(670)

5011801013655
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1030551タクワ

(株)拓和 東京支店
　(1032)03-3870-5301支店長 阿部正宏

東京都足立区千住宮元町１３－１３ 千住ＭＫビル５Ｆ
電気通信工事建設工事

7010001022589

1030552タクワ

(株)拓和
　(985)03-3291-5870代表取締役 奥田満紀子

東京都千代田区内神田１－４－１５
電気工事建設工事

7010001022589

1030984タケイグミ

(株)武井組
B　(922)0480-21-0432代表取締役 武井達雄

埼玉県久喜市古久喜２４３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事建設工事

B　(703) 　(805) B　(703) A　(862)

2030001030792

1031047タケウチサンギヨウ

(有)竹内産業
　(619)048-982-0231代表取締役 竹内武

埼玉県吉川市吉川１－１４－３
内装仕上工事建設工事

4030002090339

1030418タケウチセントラル

竹内セントラル(株)
B　(824)048-928-5525代表取締役 前田富夫

埼玉県草加市氷川町２１１２－６
土木工事 建築工事 電気工事 管工事 消防施設工事建設工事

B　(934) 　(819) A　(1035) 　(751)

1030001036163

1030724タケダエンジニヤリング

(株)武田エンジニヤリング
　(655)048-756-4705代表取締役 武田敏充

埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻４－６－８
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

C　(668) 　(702)

7030001018024

1030855タケナカコウムテン

(株)竹中工務店 北関東支店
A　(2058)048-647-4471支店長 北村寿一

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－６
建築工事 とび･土工工事 防水工事 内装仕上工事 解体工事建設工事

　(1639) 　(1456) 　(1509) 　(1686)

3120001077469

1030357タケナカドボク

(株)竹中土木 東京本店
A　(1803)03-6810-6219常務執行役員本店長 小幡伊三美

東京都江東区新砂１－１－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1231) 　(1416) A　(1215) 　(1241)

4010601030580

1030936タケナミケンセツ

竹並建設(株)
A　(1167)0495-21-2001代表取締役 竹並達也

埼玉県本庄市西富田３０３－１
建築工事建設工事

9030001060305

1030421タケミコーポレーシヨン

(株)タケミ・コーポレーション
　(693)072-294-9801代表取締役 廣瀬丈巳

大阪府堺市西区山田２－１９１－１
水道施設工事建設工事

5120101024369

1030127タチカワハウスコウギヨウ

立川ハウス工業(株) 埼玉営業所
A　(1078)048-864-8841所長 竹下正宏

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１１－２ 松栄浦和ビル
建築工事建設工事

8012801000847

1030627タチバナケンセツコウギヨウ

(有)立花建設工業
B　(741)048-936-2933代表取締役 立花盛雄

埼玉県草加市青柳７－４９－１８
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(706) C　(620) B　(674) 　(640)

8030002044902

1030176タツザワデンコウ

(有)立澤電工
　(795)048-981-3193代表取締役 立澤利夫

埼玉県吉川市高富１－２６－４
電気工事 消防施設工事建設工事

　(654)

4030002090347

1030328タナカケンセツ

(株)田中建設
A　(1144)042-656-1130代表取締役 田中義照

東京都八王子市旭町１１－６
土木工事 建築工事建設工事

A　(1413)

1010101002364

1030673タナカケンセツコウギヨウ

田中建設工業(株)
　(1221)03-3433-6401代表取締役 中尾安志

東京都港区新橋４－２４－１１
解体工事建設工事

7010401017288

1030883タナカコウギヨウ

(株)田中工業 川越営業所
A　(1066)049-246-6261所長 高橋誠

埼玉県川越市新宿町６－２－１０－１０５
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(927) A　(855) 　(827)

4030001069425
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1031227タナカコウギヨウ

(株)田中工業
A　(1087)049-296-2191代表取締役 田中亮圭

埼玉県比企郡鳩山町赤沼４４７
建築工事建設工事

4030001069425

1031056タナカコウムテン

(株)田中工務店
B　(852)048-831-5725代表取締役社長 田中一成

埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１６－２３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

A　(1140) 　(808) 　(914)

8030001005054

1030446タナカデンキ

田中電気(株)
　(1068)03-3253-2811代表取締役 田中良一

東京都千代田区外神田１－１５－１３
電気通信工事建設工事

2010001022478

1030647タナベケンセツ

(株)タナベ建設
B　(705)048-542-2311代表取締役 田邊治

埼玉県鴻巣市鴻巣１１８８－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 内装仕上工事 解体工事建設工事

B　(869) 　(665) 　(620) 　(666)

8030001062913

1030958タナベデンキ

田辺電機(株)
　(862)048-295-0957代表取締役 伊藤了

埼玉県川口市石神１６２９
電気工事建設工事

7030001075957

1030999タバタコウギヨウシヨ

(株)田畑工業所
C　(695)03-3603-9911代表取締役 小林年貴

東京都足立区綾瀬１－３３－２８
土木工事 さく井工事建設工事

　(741)

2011801009747

1031215タフテクニカル

タフテクニカル(株)
　(603)048-561-5038代表取締役 松原幸夫

埼玉県羽生市稲子６６４－４
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(585) 　(631)

3030001033299

1030948タベイケンセツ

田部井建設(株) 春日部支店
A　(1047)048-754-1171支店長 川島正広

埼玉県春日部市浜川戸１－１２－３２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1118) 　(906) A　(982) 　(812)

1030001085433

1030440タベイデンキ

(株)田部井電気
　(785)048-281-3133代表取締役 田部井崇

埼玉県川口市坂下町３－１２－３
電気工事建設工事

3030001073304

1040019タンセイシヤ

(株)丹青社
A　(1253)03-6455-8151代表取締役 高橋貴志

東京都港区港南１－２－７０ 品川シーズンテラス１９階
建築工事 内装仕上工事建設工事

　(1717)

3010501007440

1030460チユウオウエレベーターコウギヨウ

中央エレベーター工業(株) 埼玉営業所
　(1025)048-996-8604営業所長 若林洋

埼玉県八潮市木曽根５３６
機械器具設置工事建設工事

4010501008000

1030459チユウオウカイハツ

中央開発(株)
B　(862)048-799-3701代表取締役 中村陽子

埼玉県さいたま市緑区東浦和７－２－１３
土木工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

C　(627) B　(753) 　(597) 　(620)

6030001030822

1030225チユウオウケンセツ

中央建設(同)
A　(1162)048-654-3988代表理事 小沼慎寿

埼玉県さいたま市北区吉野町１－４１０－８
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1064) 　(984) A　(1015) 　(1040)

8030005000828

1030435チユウオウコウギヨウ

(株)中央工業
C　(651)048-684-4523代表取締役 井上敏

埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１６３８ マウントフィールド大宮
１番館４０６号

土木工事 しゅんせつ工事建設工事

　(650)

4030001014926

1030947チユウオウコーポレーシヨン

(株)中央コーポレーション 関東営業所
A　(964)048-783-5550所長 三浦正人

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－１８ 大宮三貴ビル２階２
０４

土木工事 鋼構造物工事建設工事

　(1125)

4400001005375

1030498チユウオウデンキコウジ

中央電気工事(株) 埼玉営業所
　(1548)0480-65-8641所長 松井和彦

埼玉県加須市久下５－１１－３ Ｂ－１
電気工事建設工事

4180001038002
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1030029チユウワケンセツ

中和建設(株)
B　(924)0280-87-7121代表取締役 中村和夫

茨城県猿島郡境町１０１４
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1009) B　(777) 　(666)

5050001014964

1030725チユウワソウゴウケンセツギヨウ

忠和総合建設業(同)
A　(1059)048-721-0593代表理事 坂本和代

埼玉県上尾市原市４２１０－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

　(885) A　(929) 　(596) 　(784)

2030005006319

1030916チヨウエイスポーツコウギヨウ

長永スポーツ工業(株)
A　(1022)03-3417-8111代表取締役社長 長谷川信

東京都世田谷区岡本３－２３－２６
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

B　(731) 　(974) A　(933) 　(770)

8010901007465

1030965チヨダ

(株)チヨダ 埼玉支店
C　(626)048-780-2470支店長 滝本俊明

埼玉県さいたま市西区佐知川１４３３－１
土木工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(864) 　(708) 　(879)

4100001013581

1030059チヨダグミ

(株)千代田組 建設本部
　(1297)03-3503-8130執行役員本部長 柴山哲也

東京都港区西新橋１－２－９ 日比谷セントラルビル
電気工事 管工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

A　(1072) 　(825) 　(1166) 　(1074)

4010401098546

1030217チヨダグリーン

(有)千代田グリーン
C　(646)03-6914-3307代表取締役 渡邉章

東京都千代田区二番町１－２ 番町ハイム４１０号
土木工事 とび･土工工事 石工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(533) 　(533) C　(533) 　(691)

7010002048699

1030621チヨモトコウギヨウ

千代本興業(株)
B　(945)048-721-1641代表取締役 千代達也

埼玉県上尾市原市中１－７－８
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1089) 　(876) B　(811) 　(853)

6030001041811

1030308ツカサケンセツコウギヨウ

ツカサ建設工業(株)
　(530)048-443-1044代表取締役 山田賢司

埼玉県戸田市下戸田２－１２－２１
大工工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 解体工事建設工事

　(659) 　(580) 　(534) 　(679)

9030001021967

1030410ツチヤ

ＴＳＵＣＨＩＹＡ(株) 東京支社
A　(1451)03-3615-0505取締役上級常務執行役員支社長 牧野篤

東京都江東区東陽２－２－４
土木工事 建築工事 ほ装工事建設工事

A　(1627) A　(1235)

2200001013986

1030672ツヅキデンキ

都築電気(株) 北関東営業所
　(1409)048-644-3581所長 飯田真章

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４０
電気通信工事建設工事

9010401054908

1030745ツツミワークス

(株)ツツミワークス 埼玉支店
A　(1010)048-934-5931支店長 中野慎太

埼玉県三郷市早稲田４－７－１５
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(890) 　(948)

1013301030275

1031179ツボイコウギヨウ

坪井工業(株)
A　(1246)03-3563-1781代表取締役 坪井晴雅

東京都中央区銀座２－９－１７
土木工事 建築工事 鋼構造物工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1401) 　(1026) 　(962) 　(951)

3010001050701

1031103ツミタデンギヨウシヤ

(株)積田電業社
C　(648)048-832-3691代表取締役 積田優

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷１－８－１８
土木工事 電気工事 消防施設工事建設工事

　(976) 　(660)

9030001005466

1030772ツミタレイネツコウジ

積田冷熱工事(株)
B　(810)048-767-6051代表取締役 積田鉄也

埼玉県さいたま市緑区大門２６１９
土木工事 電気工事 管工事 消防施設工事 解体工事建設工事

　(645) A　(964) 　(643) 　(643)

8030001005467

1030823ツルミセイサクシヨ

(株)鶴見製作所 大宮営業所
　(1426)048-669-8300所長 本多健太郎

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５９１－１ アルッサンスⅡ１階
機械器具設置工事建設工事

9120001002215

1030824ツルミセイサクシヨ

(株)鶴見製作所 東京本社
　(1127)03-3833-9765執行役員ＶＰ営業部長兼東京本社長 原秋佳

東京都台東区台東１－３３－８
電気工事 管工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

A　(1138) 　(1012) 　(1198)

9120001002215
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1030648テイエスジー

(株)ティエスジー
　(605)03-3459-6451代表取締役 田尻澄夫

東京都港区浜松町２－７－１６
機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(743)

2010401055045

1030649テイエスジー

(株)ティエスジー 北関東支店
　(866)048-779-8672支店長 前澤昌昭

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１１４－１ ＯＲＥ大宮ビル６階
電気工事 管工事建設工事

B　(724)

2010401055045

1031124テイケン

(株)庭研
　(832)048-253-4511代表取締役 田村正雄

埼玉県川口市南前川１－１２－２２
とび･土工工事 造園工事建設工事

　(857)

5030001076115

1030990テクアノーツ

(株)テクアノーツ
A　(1026)048-424-2800代表取締役 三門克彰

埼玉県川口市芝下１－１－３
土木工事 管工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

B　(786) 　(977) 　(947) 　(852)

1120901030611

1030093テクノプロ

(株)テクノプロ
C　(639)03-3223-1913代表取締役 中村博之

東京都杉並区阿佐谷北４－２７－１２
建築工事 解体工事建設工事

　(680)

4011101059409

1030034テクノリヨウワ

(株)テクノ菱和 北関東支店
A　(1744)048-640-5775支店長 明智隆

埼玉県さいたま市大宮区宮町３－９－７
管工事建設工事

3010401018661

1031035デコラテツクジヤパン

デコラテックジャパン(株) 東京支店
　(890)03-5732-0070東京支店長 木下博喜

東京都大田区下丸子２－２６－４
ガラス工事 塗装工事 内装仕上工事建設工事

　(759) 　(852)

8080401003322

1030663デザインアートセンター

(株)デザインアートセンター
C　(661)03-3522-1110代表取締役 井手口裕彦

東京都江東区新木場１－１５－１０
建築工事 内装仕上工事建設工事

　(891)

6010001051184

1030826テスコ

テスコ(株)
　(912)03-5244-5311代表取締役 高橋久治

東京都千代田区西神田１－４－５
電気工事 機械器具設置工事 水道施設工事 清掃施設工事 解体工事建設工事

　(968) 　(914) 　(1030) 　(752)

5011101011871

1031107テツクス

テックス(株)
　(773)048-653-7511代表取締役 新井竜太

埼玉県さいたま市北区土呂町２－１８－６
電気工事 電気通信工事建設工事

　(756)

2030001005638

1030554テツクムラヤマ

(株)ＴＥＣＭＵＲＡＹＡＭＡ
B　(720)048-796-8921代表取締役 木原雅之

埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－１３１９－４ ＭＤビル
土木工事 水道施設工事建設工事

　(617)

7030001093034

1030309テツケンケンセツ

鉄建建設(株) 関越支店
A　(1834)048-647-6311執行役員支店長 舟嶋啓邦

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－７
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

A　(1773) 　(1401) 　(1194) 　(1129)

2010001008709

1031088テラヤマ

(株)テラヤマ
B　(740)048-295-0908代表取締役 寺山樹生

埼玉県川口市戸塚南２－１－４０
土木工事 造園工事建設工事

　(911)

7030001076162

1030341テラルテクノサービス

テラルテクノサービス(株) 大宮営業所
A　(1064)048-681-7810所長 菅沼将樹

埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－１０１８－２
管工事建設工事

9240001031400

1030069テルイグミ

(有)照井組
D　(549)048-856-2989代表取締役 照井光喜

埼玉県さいたま市桜区塚本２２７－３
土木工事 建築工事 管工事建設工事

D　(549) C　(656)

2030002009200

1031222デンキコウギヨウ

電気興業(株) 中央営業部
A　(1236)03-3216-9478中央営業部長 石出琢郎

東京都千代田区丸の内３－３－１
建築工事 電気工事 鋼構造物工事 塗装工事建設工事

　(1314) 　(1369) 　(1157)

4010001008723
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1031223デンキコウギヨウ

電気興業(株) 埼玉営業所
　(1403)049-261-1514営業所長 藤澤保

埼玉県ふじみ野市西鶴ヶ岡１－１－１
電気通信工事建設工事

4010001008723

1030934デンギヨウシヤキカイセイサクシヨ

(株)電業社機械製作所
　(1110)03-3298-5111代表取締役 村林秀晃

東京都大田区大森北１－５－１
電気工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

　(1059) 　(1201)

8010801007581

1030935デンギヨウシヤキカイセイサクシヨ

(株)電業社機械製作所 関東支店
　(1446)048-658-2531支店長 大倉茂樹

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１－４７－１
機械器具設置工事建設工事

8010801007581

1030940デンセイシヤ

(株)電成社 さいたま支店
　(1129)048-651-6881取締役支店長 中山秀男

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２６３－３
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(717) 　(784)

3030001055178

1030500デンツウケンセツ

(株)電通建設
C　(615)049-231-3012代表取締役 伊理和昭

埼玉県川越市天沼新田３３９－７
土木工事 とび･土工工事 電気工事 鋼構造物工事 電気通信工事建設工事

　(600) 　(771) 　(615) 　(898)

8030001055181

1030456デンツウコウギヨウ

電通工業(株) 関東支店
　(961)048-652-3030支店長 荒井英樹

埼玉県さいたま市北区宮原町４－１１２－１３
電気通信工事建設工事

7010401018749

1031109テンヨウケンセツ

纏鷹建設(株)
C　(653)048-940-8136代表取締役 山本佳子

埼玉県吉川市川藤９１２－２
土木工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

C　(587) 　(498) 　(501)

6030001067443

1030297トウアグラウトコウギヨウ

東亜グラウト工業(株)
A　(1126)03-3355-1167代表取締役 山口乃理夫

東京都新宿区四谷２－１０－３
土木工事 とび･土工工事建設工事

　(1226)

4011101042678

1030282トウアケンセツコウギヨウ

東亜建設工業(株) 北関東営業所
A　(1692)048-762-9938北関東営業所長 阿久井伸芳

埼玉県さいたま市南区南浦和２－２７－１３
建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(1285) 　(1146)

3011101055078

1030426トウアセイコウ

東亜製工(株)
　(766)03-3312-7001代表取締役 松元拓郎

東京都杉並区高円寺南２－５０－１３－３０１
鋼構造物工事 機械器具設置工事建設工事

　(767)

9011301005001

1030017トウカイリース

東海リース(株) 東京支店
A　(1240)03-3433-1700支店長 西江計二

東京都港区虎ノ門５－１－５
建築工事建設工事

7120001067607

1030659トウキユウケンセツ

東急建設(株) 東日本土木支店
A　(1808)03-5466-5006執行役員支店長 吉永旭

東京都渋谷区渋谷１－１６－１４
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

A　(1868) 　(1376) 　(1375) 　(1315)

9011001040166

1031130トウキヨウカイタイコウジコウギヨウシヨ

(株)東京解体工事工業所 さいたま営業所
　(954)048-861-8683取締役所長 土屋和芳

埼玉県さいたま市南区辻７－７－２８
解体工事建設工事

5010501009443

1030821トウキヨウガスオールワンエナジー

東京ガスオールワンエナジー(株)
　(646)03-3858-1151代表取締役 宮田秀幸

東京都足立区竹の塚５－２－６
電気工事 管工事建設工事

A　(983)

8011801016309

1030829トウキヨウケイキ

東京計器(株) 計測機器システムカンパニー
　(1196)03-3737-8621カンパニー長 楠澄人

東京都大田区南蒲田２－１６－４６
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(965) 　(1046) 　(1105)

3010801008436

1030226トウキヨウシステムトツキ

東京システム特機(株)
　(699)03-3239-1039代表取締役 吉田光男

東京都千代田区飯田橋４－５－１１ パール飯田橋ビル１階
電気工事 電気通信工事建設工事

　(853)

8010001034204
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1030778トウキヨウツウシンデンセツ

東京通信電設(株)
　(713)03-3434-5101代表取締役 内田剛

東京都港区新橋５－３５－１０
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(878) 　(659)

4010401020815

1030962トウキヨウデンキ

(株)東京電機
　(831)029-857-4341代表取締役 塩谷智彦

茨城県つくば市桜３－１１－１
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(781)

4050001015955

1030521トウキヨウブタイシヨウメイ

(株)東京舞台照明
　(795)03-5653-5424代表取締役 柳瀬敏実

東京都江東区千石１－１４－２１
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(755)

6010601031734

1030077トウキヨウホソウコウギヨウ

東京鋪装工業(株) 埼玉営業所
A　(1056)048-965-9716所長 野中茂幸

埼玉県越谷市七左町８－２０４－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(902) A　(1335) 　(792)

3010001134017

1030368トウキヨウレイトウクウチヨウジギヨウ

東京冷凍空調事業(同)
B　(772)03-5408-6302代表理事 森桃喜

東京都港区浜松町２－８－５
管工事建設工事

3010405002620

1031217トウキヨウワツクス

東京ワックス(株)
C　(680)048-573-1121代表取締役 古郡公恵

埼玉県深谷市上野台２９２０
建築工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 建具工事建設工事

　(734) 　(702) 　(765) 　(723)

5030001086460

1030429トウコウキヨウリヨウ

東綱橋梁(株)
B　(729)0285-53-5511代表取締役 佐藤浩

栃木県下野市下古山１４３
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 塗装工事建設工事

　(926) 　(1127) 　(731)

3060001016037

1031032トウコウタカオカ

(株)東光高岳 埼玉営業所
　(1488)048-638-5910埼玉営業所長 山口竜二

埼玉県蓮田市黒浜字桜ヶ丘４００８
電気工事建設工事

5010601043417

1030960トウコウデンキコウジ

東光電気工事(株) 北関東支社
　(1825)048-648-7461支社長 山中良平

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 大宮ＪＰビルディ
ング

電気工事建設工事

1010001024087

1030927トウコウローンコンサルタント

東光ローンコンサルタント(株)
B　(822)048-421-2225代表取締役 遠藤征矢

埼玉県戸田市笹目５－３１－１
土木工事 とび･土工工事 造園工事建設工事

　(678) 　(862)

3030001020529

1030666ドウサイエンス

(株)ドゥサイエンス
　(671)03-5561-9751代表取締役 香取良一

東京都港区六本木４－１－１６
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

B　(774) 　(753)

9010401019142

1030313トウザイカガクサンギヨウ

東西化学産業(株) 東京支店
A　(893)044-270-2310支店長 杉浦智久

神奈川県川崎市川崎区台町７－１１
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(901)

6120001085345

1031023トウサイガス

東彩ガス(株)
A　(963)048-962-1382代表取締役 土屋友紀

埼玉県越谷市越ヶ谷１－１４－１
土木工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1186) A　(866) 　(866)

8030001051263

1030729トウサクギコウ

(株)東さく技工 関東営業所
　(880)048-780-2710営業所長 坂本勝俊

埼玉県さいたま市北区別所町５２－２ ウエルズ別所町Ａ－１０３
さく井工事 水道施設工事建設工事

　(647)

3010001023863

1030302トウシバインフラシステムズ

東芝インフラシステムズ(株) 北関東支店
　(1861)048-640-1133統括責任者 齋藤秀二

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１１４－１
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事 水道施設工事建設工事

　(1209) 　(1576) 　(1256)

2011101014084

1030437トウシバエレベータ

東芝エレベータ(株) 北関東支社
　(1643)048-645-9100支社長 松原和也

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５
機械器具設置工事建設工事

5010701006785
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1030115トウシバツウシンインフラシステムズ

東芝通信インフラシステムズ(株)
　(1036)042-333-6837代表取締役 棟方公輝

東京都府中市東芝町１
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1137)

1120001085374

1031098トウシバプラントシステム

東芝プラントシステム(株) 北関東営業出張所
　(1935)048-642-9933所長 櫻井治

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１１４－１
電気工事建設工事

2020001086464

1031224トウシバライテツク

東芝ライテック(株) 首都圏システム営業所
　(1351)044-331-7585所長 須田高光

神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４
電気工事建設工事

5021001044112

1031220トウシンケンセツ

東新建設(株)
B　(863)048-995-8563代表取締役 大嶋孝行

埼玉県八潮市八條２４９８－８
土木工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

B　(681) B　(799) 　(681) 　(681)

4030001036210

1030780トウシンシステム

東神システム(株)
　(805)03-5663-5963代表取締役 田中泰三

東京都江戸川区西瑞江４－１４－８ ＴＳＭビル
電気工事 電気通信工事建設工事

　(791)

4011701009333

1030997トウテク

東テク(株)
　(1429)03-6632-7000代表取締役 長尾克己

東京都中央区日本橋本町３－１１－１１
電気工事 管工事建設工事

A　(1396)

2010001051477

1031137トウテツコウギヨウ

東鉄工業(株) 埼玉支店
A　(1891)048-631-3500執行役員支店長 荒木誠

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４７ ＯＳビル６階
土木工事 建築工事 鋼構造物工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1745) 　(1406) A　(1131) 　(1359)

6011101014147

1030428トウデンコウギヨウシヤ

(株)東電工業社
　(1049)048-524-7266代表取締役 小暮淳夫

埼玉県熊谷市赤城町３－１６３－７
電気工事 消防施設工事建設工事

　(734)

6030001085049

1031111トウトク

(株)東特 吉川支店
B　(856)048-983-7222支店長 今和生

埼玉県吉川市木売１－４－４
土木工事建設工事

9013201004066

1030862トウノウエン

(株)東農園
B　(769)048-873-7373代表取締役 中村国雄

埼玉県さいたま市緑区大牧１３７２
土木工事 造園工事建設工事

　(980)

8030001000195

1030284トウブエンゲイ

(株)東武園芸
B　(702)048-965-0111代表取締役 番場克己

埼玉県越谷市谷中町２－１０５
土木工事 造園工事建設工事

　(883)

1030001064420

1030739トウブカンキヨウサービス

東武環境サービス(有)
　(773)048-754-3306代表取締役 梅澤吉勝

埼玉県春日部市八丁目２１３－１
造園工事建設工事

7030002068893

1030524トウブケンセツ

東武建設(株) 埼玉営業所
A　(1334)0480-37-1710所長 加瀬光明

埼玉県南埼玉郡宮代町宮東７９０－３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1415) 　(1147) A　(1084) 　(989)

2060001008480

1030260トウブコウギヨウ

東部工業(株)
C　(642)048-957-8382代表取締役 罍信太郎

埼玉県三郷市上彦名１９６－８
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(722) 　(603) C　(636) 　(617)

2030001036864

1030382トウブシヨウジ

東武商事(株)
D　(583)048-992-1039代表取締役 小林増雄

埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東４－４－４
土木工事 とび･土工工事 しゅんせつ工事建設工事

　(583) 　(573)

5030001065373

1030928トウブヤチダケンセツ

東武谷内田建設(株) 埼玉営業所
A　(1234)048-963-3491所長 松下佳靖

埼玉県越谷市越ヶ谷本町２－４
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1254) 　(1077) A　(962) 　(958)

4010601014518
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1030122トウホウチスイ

東邦地水(株) 関東支社
　(1011)049-228-2650支社長 丸幸康郎

埼玉県川越市神明町２０－８
さく井工事建設工事

8190001015673

1030400トウホウデンキコウギヨウ

東邦電気工業(株)
　(1493)03-3448-8211代表取締役 伊東周二

東京都渋谷区恵比寿１－１９－２３
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1407)

5011001015568

1030180トウヨウ

(株)東洋
C　(668)0480-32-3776代表取締役 田中健志郎

埼玉県北葛飾郡杉戸町清地４－９－２１
土木工事 建築工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

C　(673) 　(853) 　(823) 　(663)

8030001051924

1030275トウヨウエンタープライズ

(株)東洋エンタープライズ
D　(432)048-752-9021代表取締役 矢島史雄

埼玉県春日部市小渕２０９－１－２０４
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(485) C　(451) 　(476)

2030001051277

1030396トウヨウケンセツ

東洋建設(株) 関東支店
A　(1822)03-6361-5502執行役員支店長 中村龍由

東京都千代田区神田神保町１－１０５
土木工事 建築工事 とび･土工工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

A　(1707) 　(1386) 　(1563) 　(1225)

9120001077496

1030570トウヨウコウギヨウ

東陽工業(株) 北関東支店
　(984)048-642-5771支店長 廣瀬正樹

埼玉県さいたま市大宮区浅間町１－４－４
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(981) 　(793)

7010401020291

1030572トウヨウシセツ

東洋施設(株)
　(699)03-3527-3085代表取締役 東信重

東京都中央区日本橋馬喰町１－３－１１
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

C　(658) 　(697)

5010001086438

1030319トウヨウネツコウギヨウ

東洋熱工業(株) 北関東営業所
A　(1771)048-646-0604営業所長 高木健一朗

埼玉県さいたま市大宮区大門町３－２２－３ 三協ビル
管工事建設工事

1010001051916

1030531トウヨウランテツク

東洋ランテック(株)
B　(775)048-266-2188代表取締役 森川昌紀

埼玉県川口市柳根町１６－２４
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

C　(698) 　(785) B　(733) 　(953)

7030001076303

1030220トウヨウロスイキ

東洋濾水機(株)
　(837)075-601-5206代表取締役 田野中敏晃

京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町１２－１
機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(887)

1130001011247

1030384ドウロカイハツ

道路開発(株)
　(776)048-931-1291代表取締役 佐藤夕里江

埼玉県八潮市南後谷３６－７
とび･土工工事 塗装工事建設工事

　(769)

7030001036216

1030136ドウロサービス

(株)道路サービス
C　(671)048-812-1114代表取締役 須賀原眞弘

埼玉県さいたま市緑区寺山７４４
土木工事 とび･土工工事 電気工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(866) 　(690) B　(671) 　(796)

1030001013187

1030759トウワエンジニアリング

(株)東和エンジニアリング
　(900)03-5833-8300代表取締役 新倉恵里子

東京都千代田区東神田１－７－８
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1149)

8010501022641

1030600トウワスポーツシセツ

東和スポーツ施設(株) 東京営業所
B　(905)03-6666-6058所長 迫直孝

東京都江東区東陽１－２３－１１ 小島ビル２階
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(664) B　(806)

1130001006908

1030918トーアプラン

トーアプラン(株)
B　(714)048-878-8902代表取締役 山崎健

埼玉県春日部市米島３４９－３
土木工事 建築工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

D　(566) C　(561) C　(576) 　(580)

5010001145516

1030602トーエネツク

(株)トーエネック 東京本部
　(1861)03-5395-7113取締役専務執行役員本部長 滝本嗣久

東京都豊島区巣鴨１－３－１１
電気工事 管工事建設工事

A　(1540)

8180001038758
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1030530トーケミ

(株)トーケミ 東部支店
C　(694)03-5817-2025支店長 細川太郎

東京都台東区台東１－１９－２
土木工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

B　(805) 　(882) 　(964)

5120001057064

1030678トーコーサンギヨウ

(株)トーコー産業
B　(775)043-233-1141代表取締役 柏葉淳

千葉県千葉市若葉区加曽利町９７２－１２
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(793)

4040001005164

1030760トーシン

(株)トーシン
　(800)0428-32-8481代表取締役 渡邉昌典

東京都青梅市藤橋３－１４－３
機械器具設置工事建設工事

6010901008242

1030903トースイ

トースイ(株)
C　(639)03-5276-1101代表取締役 柴田達夫

東京都千代田区平河町１－７－７
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(583)

2010001024581

1030094ドーピーケンセツコウギヨウ

ドーピー建設工業(株) 東京支店
A　(1278)03-5806-5420支店長 小倉史也

東京都台東区東上野２－１－１１
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

　(984) 　(905) 　(828)

2430001029514

1030894トーヨーアサノ

(株)トーヨーアサノ 東京事務所
　(1124)03-3356-3181代表取締役 植松泰右

東京都新宿区新宿５－１３－９
とび･土工工事建設工事

4080101001290

1030042トーヨーケンセツ

(株)トーヨー建設
A　(1163)03-5694-1321代表取締役 岡田吉充

東京都葛飾区柴又７－１－１１
建築工事 解体工事建設工事

　(748)

1011801003239

1030711トキワコウギヨウ

常盤工業(株) 関東支店
A　(1140)048-952-3755執行役員支店長 福岳雄一郎

埼玉県三郷市中央２－４０－４
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(900) A　(1367) 　(765)

2010001024490

1030803トクラケンセツ

徳倉建設(株) 東京支店
A　(1359)03-3447-0751執行役員支店長 杉山善克

東京都港区高輪３－１９－２３
土木工事 建築工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

A　(1409) A　(1037) 　(1056) 　(1050)

5180001038835

1030006トシカワコウギヨウ

(株)利川工業
　(811)048-285-4634代表取締役 利川英二

埼玉県川口市東本郷１８２６－２
防水工事建設工事

3030002110907

1031084トダカケンセツ

(株)とだか建設
A　(1078)048-829-9866代表取締役 富田俊介

埼玉県さいたま市南区別所７－９－９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

　(1020) A　(882) 　(729) 　(729)

6030001005816

1031119トダケンセツ

戸田建設(株) 関東支店
A　(1979)048-827-1327執行役員支店長 町田佳則

埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－５ 浦和大栄ビル
土木工事 建築工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1995) 　(1614) 　(1537) 　(1316)

6010001034874

1030618トダドウロ

戸田道路(株)
A　(1132)03-3669-8051代表取締役 窪田浩一

東京都中央区日本橋蛎殻町２－１３－６
土木工事 とび･土工工事 石工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(758) 　(758) A　(1251) 　(758)

6010001052042

1031062トネデンキコウジ

利根電気工事(株) 埼玉支店
　(716)0495-24-7200取締役副社長 栗原幸弘

埼玉県本庄市駅南２－２３－２６
とび･土工工事 電気工事 消防施設工事建設工事

　(1095) 　(791)

1070001002293

1030404トビシマケンセツ

飛島建設(株) 埼玉営業所
A　(1760)048-643-9050所長 森田成彦

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－１０３ 大宮大鷹ビル
土木工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(1333) 　(1308) 　(970)

8010001008703

1030782トベシヨウジ

(株)戸部商事
B　(733)048-952-1551代表取締役 戸部清光

埼玉県三郷市中央５－３６－９
土木工事 管工事建設工事

B　(727)

2030001036848
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1030688トモエコーポレーシヨン

(株)巴コーポレーション
A　(1446)03-3533-5311代表取締役 深沢隆

東京都中央区月島４－１６－１３
建築工事 鋼構造物工事建設工事

　(1495)

9010001034839

1030307トヨダコウムテン

(株)豊田工務店
B　(895)048-964-1611代表取締役 豊田高行

埼玉県越谷市赤山町１－１５０
建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(739) 　(720)

2030001064502

1030809トヨダセツビ

(株)豊田設備
B　(781)048-962-0171代表取締役 豊田尚之

埼玉県越谷市中町１１－４
土木工事 建築工事 管工事建設工事

B　(700) B　(868)

1030001064503

1030187トライアン

トライアン(株) 東京営業所
B　(748)03-5579-2210所長 前橋雄二

東京都新宿区天神町１ 天台ビル４Ｆ
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事建設工事

　(930) 　(1117)

3100001002206

1031154トラバース

(株)トラバース 埼玉営業所
B　(926)048-443-1480所長 松本義幸

埼玉県戸田市新曽３６ ステップＵ３６－１Ｆ
土木工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(1265) 　(778)

8040001027114

1030661ドリコ

ドリコ(株)
B　(821)03-6262-1421代表取締役社長 鮫島修

東京都中央区日本橋２－１３－１０
土木工事 管工事 機械器具設置工事 さく井工事 水道施設工事建設工事

A　(932) 　(1138) 　(1007) 　(1061)

6010501033467

1030944トリシマセイサクシヨ

(株)酉島製作所 東京支社
A　(962)03-5437-0821東京公共営業一部部長 萱場治郎

東京都品川区大崎１－６－１ ＴＯＣ大崎ビル
土木工事 電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1272) A　(1165) 　(1413) 　(1307)

9120901011562

1030886トレジヤーボツクス

(株)トレジャーボックス
　(598)048-782-6660代表取締役 木本忠将

埼玉県上尾市上１７２２－６
とび･土工工事建設工事

2030001062654

1030121ナイトウコウギヨウシヨ

(株)内藤工業所
　(708)024-923-1800代表取締役 小野勘

福島県郡山市鶴見坦１－１４－５
タイル･れんが･ブロック工事建設工事

4380001006062

1030148ナイトウハウス

(株)内藤ハウス 埼玉営業所
A　(1466)048-643-1714所長 山本光衛

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－１８３－３
建築工事 解体工事建設工事

　(949)

8090001011146

1030199ナガイケンセツ

永井建設(株)
A　(973)03-3838-0888代表取締役 永井孝志

東京都葛飾区お花茶屋１－３－５
建築工事 屋根工事 塗装工事 防水工事 建具工事建設工事

　(718) 　(718) 　(742) 　(718)

4011801003533

1030292ナガイデンキ

(株)長井電機
　(878)048-522-1744代表取締役 長井真理

埼玉県熊谷市新島２５９－５
電気工事 消防施設工事建設工事

　(681)

9030001085070

1030054ナカガワキカクケンセツ

中川企画建設(株) 東京支店
A　(1177)03-5770-3721支店長 植田宏

東京都港区南青山１－１－１
土木工事 建築工事建設工事

A　(1314)

7122001019505

1030966ナカガワヒユームカンコウギヨウ

中川ヒューム管工業(株) 東京営業所
A　(1165)03-5542-0671所長 日暮俊一

東京都中央区八丁堀２－６－１ 日本生命東八重洲ビル９Ｆ
土木工事建設工事

9050001009597

1031053ナカザトケンセツ

中里建設(株)
B　(772)0493-22-1211代表取締役 中里一夫

埼玉県東松山市松本町１－２－６
土木工事 建築工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(986) B　(748) 　(733)

5030001070951

1030513ナカジマケンコウ

中島建工(株)
A　(1173)048-886-8877代表取締役 中島道宏

埼玉県さいたま市浦和区領家５－１２－２０
建築工事 とび･土工工事建設工事

　(971)

4030001006130
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1030298ナガシマレイダンボウサービス

(株)長島冷暖房サービス
C　(586)048-554-2556代表取締役 長島重雄

埼玉県行田市城西５－２－４
管工事建設工事

2030001087008

1030372ナカシンゾウエン

(株)中新造園
B　(744)048-986-5622代表取締役 中村恒見

埼玉県越谷市大間野町１－７０
土木工事 とび･土工工事 造園工事 解体工事建設工事

　(766) 　(908) 　(698)

6030001064515

1030033ナガタケンセツ

永田建設(株)
B　(733)048-584-0156代表取締役社長 野村満

埼玉県深谷市永田１７４８
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 解体工事建設工事

A　(950) 　(685) 　(670) 　(698)

7030001086104

1030874ナカタトソウテン

(有)中田塗装店
　(646)048-956-3554代表取締役 中田茂

埼玉県三郷市戸ヶ崎２－１４４－１２
塗装工事建設工事

1030002049486

1030128ナカニシセイサクシヨ

(株)中西製作所 北関東支店
A　(1265)048-667-1081支店長 清水建至

埼玉県さいたま市北区吉野町２－１７７－１
管工事建設工事

3120001018349

1031212ナガノ

(有)ナガノ
B　(760)048-951-4527代表取締役 飯島健二

埼玉県三郷市彦成１－２４７－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(789) C　(637)

5030002049466

1030330ナカノデンギヨウシヤ

(株)中野電業社
　(869)0480-35-1616代表取締役 中野路人

埼玉県南埼玉郡宮代町川端１－９－６
電気工事建設工事

3030001051672

1030893ナカノデンセツ

中野電設(株)
　(906)048-790-0088代表取締役 中野重雄

埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻５－１１－２０
電気工事 管工事 消防施設工事建設工事

B　(728) 　(786)

2030001051319

1030399ナカノフドーケンセツ

(株)ナカノフドー建設 北関東支店
A　(1183)048-825-4391支店長 川口康治

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－９－１７
土木工事 建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

A　(1795) 　(1267) 　(1159)

4010001008731

1030708ナカノヤ

(株)ナカノヤ
A　(969)048-974-8711代表取締役 小林孝裕

埼玉県越谷市大沢３－２８－１１
土木工事 建築工事 電気工事 管工事 ほ装工事建設工事

B　(829) 　(733) A　(1049) B　(729)

3030001064526

1030061ナカハラケンセツ

中原建設(株)
A　(1152)048-269-3310代表取締役社長 中原誠

埼玉県川口市柳崎５－２－３３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(826) A　(1039) 　(858) 　(828)

9030001076474

1030576ナカムラグミ

(株)中村組
B　(934)0493-54-1115代表取締役 中村善博

埼玉県比企郡吉見町下細谷３０６－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

B　(900) 　(757) B　(849) 　(692)

5030001071165

1030050ナカムラケンセツ

中村建設(株)
B　(857)0480-34-1001代表取締役 中村英基

埼玉県南埼玉郡宮代町百間２－１－１５
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1023) 　(835) B　(793) 　(783)

2030001051673

1030723ナカムラコウギヨウ

(株)仲村工業
D　(510)0480-48-5416代表取締役 仲村浩

埼玉県北葛飾郡杉戸町宮前３９１－２１
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(593) 　(571)

1030001097222

1030453ナカムラコウギヨウシヨ

(株)中村工業所
B　(864)0480-52-0450代表取締役 中村英二

埼玉県久喜市小右衛門１３４９
土木工事 管工事 水道施設工事 消防施設工事建設工事

A　(931) 　(696) 　(696)

1030001031321

1031203ナカムラコウムテン

(株)中村工務店
D　(463)048-962-2259代表取締役 中村隆雄

埼玉県越谷市越ヶ谷１－８－８
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

D　(592) 　(516) C　(465) 　(472)

5030001064532
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1030196ナカムラサンギヨウ

(有)中村産業
B　(900)048-477-5498代表取締役 中村雅英

埼玉県新座市馬場４－１２－３
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(776) B　(822) A　(867) 　(828)

2030002061977

1030791ナカムラセイサクシヨ

(株)中村製作所 関東営業所
　(905)048-667-7511営業所長 能澤真吾

埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－２１－２
とび･土工工事 造園工事建設工事

　(957)

6040001036406

1030578ナカムラテンセツ

中村展設(株)
B　(728)03-3634-6201代表取締役 中村順一

東京都墨田区両国２－９－８
建築工事 内装仕上工事建設工事

　(966)

3010501009486

1031211ナカムラデンセツコウギヨウ

中村電設工業(株)
　(1014)048-758-5588代表取締役 中村康宏

埼玉県さいたま市岩槻区本町６－５－２２
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(689) 　(712)

2030001006231

1030195ナガモリ

(株)ナガモリ
C　(662)048-269-2235代表取締役 藤原裕幸

埼玉県川口市北園町３５－１５
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(846) B　(682) 　(833)

9030001074932

1030166ナガモリサンギヨウ

永盛産業(株)
B　(701)048-764-9913代表取締役 森信昭

埼玉県さいたま市南区南本町２－５－１５
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(928) 　(701) B　(730) 　(906)

8030001017504

1030817ナガヤスコウギヨウ

ナガヤス工業(株)
B　(940)048-933-3711代表取締役 大根田長政

埼玉県草加市青柳８－５７－４３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(746) A　(850) 　(663) 　(663)

4030001035385

1030986ナカヤマグミ

(株)中山組 東京支店
A　(1457)03-3551-3442執行役員支店長 荒井恵一

東京都中央区新富２－１５－６
土木工事 建築工事 鋼構造物工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1441) 　(1055) A　(934) 　(1075)

6430001048543

1030037ナガワ

(株)ナガワ 東京支店
A　(1367)03-5288-8661支店長 岡嶋俊介

東京都千代田区丸の内１－４－１ 丸の内永楽ビルディング２２階
建築工事 大工工事建設工事

　(1115)

7430001056297

1030539ナグラケンセツ

名倉建設(株)
A　(988)048-982-2041代表取締役 名倉泰史

埼玉県吉川市栄町１４３２－２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

　(681) A　(852) 　(743) 　(681)

9030001065667

1031122ナスデンキコウギヨウ

那須電機工業(株)
　(884)048-283-2521代表取締役 相馬宏彦

埼玉県川口市赤井４－２１－１１
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(773)

4030001076504

1031077ナダカコウギヨウ

ナダカ工業(株)
C　(615)0480-65-3988代表取締役 奈良義昭

埼玉県加須市馬内２１４－１
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(779) 　(799)

9030001033129

1040004ナブコシステム

ナブコシステム(株) 越谷営業所
　(1298)048-960-6933所長 廣田勝己

埼玉県越谷市瓦曽根１－１－２３ パークマグノリア越谷１階
建具工事建設工事

7010401021307

1030801ナミキジユシ

(株)並木樹脂
B　(717)048-763-6484代表取締役 並木正光

埼玉県春日部市下蛭田１３１－１
建築工事 左官工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(678) 　(732) 　(835)

9030001051329

1030107ニシカワケイソク

西川計測(株) 埼玉支店
　(1309)048-644-6301支店長 木津章三

埼玉県さいたま市大宮区宮町２－３５
電気工事建設工事

1010401021428

1030108ニシカワケイソク

西川計測(株)
　(1101)03-3299-1331代表取締役 田中勝彦

東京都渋谷区代々木３－２２－７
機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(1291)

1010401021428
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1030820ニシハラカンキヨウ

(株)西原環境 関東支店
A　(1082)03-3455-4446支店長 小仁祐

東京都港区海岸３－２０－２０
管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1155) 　(1219)

5010401023437

1030536ニシハラネオ

(株)西原ネオ
B　(752)03-3452-4441代表取締役 月橋伸夫

東京都港区芝浦３－６－１８ 西原ビル２Ｆ
土木工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事 清掃施設工事建設工事

A　(1108) 　(863) 　(808) 　(699)

5010401021473

1030019ニシマツケンセツ

西松建設(株) さいたま営業所
A　(1882)048-824-3295所長 塩月知道

埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－２２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1888) 　(1436) 　(1337) 　(1330)

8010401021454

1030833ニシヤマケンセツ

(株)西山建設
B　(910)048-982-1472代表取締役 西山昌男

埼玉県吉川市皿沼２－５１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

B　(781) 　(809) A　(883) 　(692)

8030001065684

1030338ニシヤマデンキ

西山電気(株) 北関東営業所
　(1213)048-813-3630所長 小泉健治

埼玉県さいたま市南区太田窪５－１－１
電気工事建設工事

5010401021465

1030945ニシヤマトシカイハツ

西山都市開発(株)
B　(803)049-261-1140代表取締役 西山忠

埼玉県ふじみ野市亀久保４－７－３３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(757) B　(728) 　(892)

1030001056194

1031033ニチエイコウギヨウ

(株)日栄興業
B　(844)048-526-3821代表取締役 濱野信明

埼玉県熊谷市佐谷田３９８１－２１
土木工事建設工事

8030001085105

1040003ニチボウ

(株)ニチボウ
　(1167)03-3444-6241代表取締役 杉山裕之

東京都品川区東五反田１－９－５
消防施設工事建設工事

1010701007440

1030143ニチレキ

ニチレキ(株) 埼玉営業所
　(1236)0480-72-5926所長 秋葉真喜雄

埼玉県加須市北大桑１１９７－１
とび･土工工事 ほ装工事建設工事

A　(1279)

7010001008737

1030788ニツケンケンセツ

ニッケン建設(株)
A　(1042)048-421-4860代表取締役 蓮見利之

埼玉県戸田市美女木１－１２－５
建築工事 解体工事建設工事

　(800)

2030001020570

1030545ニツケンソウギヨウ

日建総業(株)
　(602)03-3971-3010代表取締役 越川淳

東京都豊島区西池袋３－３３－１９
とび･土工工事 電気工事 管工事 しゅんせつ工事 機械器具設置工事建設工事

　(610) C　(651) 　(635) 　(653)

5013301009489

1030405ニツコウケンセツ

日工建設(株)
A　(1037)03-3456-5511代表取締役 谷口洋一

東京都港区芝４－２－９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(784) A　(1115)

2010401022094

1030787ニツコウツウシン

日興通信(株)
　(846)03-5451-1717代表取締役 鈴木範夫

東京都世田谷区桜丘１－２－２２
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1088)

9010901015459

1031194ニツコー

ニッコー(株) 埼玉工場
A　(1010)048-554-3131工場長 細村美夫

埼玉県行田市藤原町１－２１－１
管工事建設工事

2220001008794

1030989ニツサク

(株)日さく 東日本支社
A　(994)048-644-2101取締役支社長 水井寿則

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－１９９－３
土木工事 管工事 さく井工事 水道施設工事建設工事

A　(902) 　(1088) 　(713)

6030001009800

1030544ニツシヨウスポーツコウギヨウ

日勝スポーツ工業(株)
B　(932)03-6805-2306代表取締役 岡田一良

東京都世田谷区三宿２－３６－９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(951) B　(764) 　(669)

4010901009309
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1030269ニツシンデンシ

日神電子(株) 北関東支店
　(813)048-652-1765支店長 齋藤慶治

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５１５－２
電気通信工事建設工事

6010001006163

1030840ニツシンデンセツ

日信電設(株)
　(765)048-833-1141代表取締役 大賀仁史

埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１５－１３
とび･土工工事 電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(1197) 　(795) 　(938)

2030001006396

1031049ニツスイサンギヨウ

日水産業(株) 関東事業所
C　(613)048-787-7701所長 黒田哲也

埼玉県桶川市川田谷３８１２
土木工事 とび･土工工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(557) 　(667) 　(845)

9020001034029

1030321ニツセイケンセツ

日清建設(株) 東部営業所
A　(1105)048-981-0203営業所長 早川明男

埼玉県吉川市吉川１－２８－８
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(930) A　(916) 　(729) 　(947)

5030001002517

1030455ニツセイビルドコウギヨウ

日成ビルド工業(株) 埼玉支店
A　(1455)048-826-7114支店長 加藤英樹

埼玉県さいたま市浦和区常盤４－１－１ 浦和システムビルヂング
２階

建築工事建設工事

2220001004983

1030942ニツセツ

(株)日設
　(1117)03-5765-6913代表取締役 植草常雄

東京都港区芝浦１－２－１ シーバンスＮ館１８階
電気工事 管工事建設工事

A　(1310)

6010401021704

1030827ニツソウ

(株)日窓
C　(651)042-984-1611代表取締役 仲村泰昌

埼玉県日高市高萩２５３８－１６
建築工事 ガラス工事 建具工事建設工事

　(651) 　(738)

9030001089914

1030496ニツソウエステイー

(株)日装エスティー
C　(688)048-573-8293代表取締役 大和田裕一郎

埼玉県深谷市明戸６１４－６
土木工事 とび･土工工事 電気工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(859) 　(683) B　(756) 　(846)

3030001086495

1030401ニツタン

ニッタン(株) 北関東支社
　(1055)048-799-2492支社長 佐藤謙成

埼玉県さいたま市南区別所３－１－５
電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(1506)

3011001017236

1031044ニツテン

(株)日展 東京支店
　(1117)03-3847-2060支店長 福岡功

東京都台東区東上野６－２１－６
内装仕上工事建設工事

6120001068606

1030579ニツトウカコウキ

日東化工機(株)
　(676)03-3633-7801代表取締役 牛込公彦

東京都江東区常盤１－１７－１１
とび･土工工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(692) 　(863) 　(629)

5010601006547

1030580ニツトウカコウキ

日東化工機(株) 埼玉営業所
B　(865)0492-43-1283埼玉営業所長 島村善雄

埼玉県川越市南台１－５－５
管工事建設工事

5010601006547

1030584ニツトウコウエイ

日東工営(株) 本店事業部
A　(1280)03-3366-3361取締役常務執行役員本店事業部長 三市一秀

東京都新宿区西新宿７－７－３０
建築工事建設工事

3011101054807

1030537ニツトクケンセツ

日特建設(株) 埼玉営業所
A　(1502)048-664-8611所長 大迫基木

埼玉県さいたま市北区宮原町３－３７６－１ サンフィール大宮宮
原３０４号室

土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(1719) 　(1142) A　(940) 　(940)

7010001053304

1030758ニツトサンギヨウ

日都産業(株) 北関東営業所
　(931)048-661-6600所長 鈴木昌英

埼玉県さいたま市北区宮原町３－３０６－１
造園工事建設工事

9011301005570

1030575ニツポンオーチスエレベータ

日本オーチス・エレベータ(株) 関東支店
　(1533)048-643-0286支店長 田畑勲

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９ ニッセイ大宮桜木町
ビル５階

機械器具設置工事建設工事

9010001075825
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1031123ニツポンケーブル

日本ケーブル(株) 本社営業部
B　(914)03-3292-1213取締役本社営業部長 高橋薫

東京都千代田区神田錦町２－１１
土木工事 建築工事 電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

B　(914) 　(1022) B　(846) 　(1273)

3010001033111

1030278ニツポンコムシス

日本コムシス(株) 関東中支店
A　(1505)048-259-8110執行役員関東中支店長 菊池太志

埼玉県戸田市美女木１１４１－３８
土木工事 電気工事 ほ装工事 電気通信工事 水道施設工事建設工事

　(1665) A　(1397) 　(1848) 　(1270)

4010701022825

1030655ニツポンシヤリヨウセイゾウ

日本車輌製造(株) 輸機・インフラ本部営業第二部
東京営業グループ A　(1103)03-6688-6799グループ長 外山聡

東京都千代田区丸の内１－９－１ 丸の内中央ビル１２階
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事建設工事

　(901) 　(1498)

4180001022575

1030367ニツポンデンキ

日本電気(株) 関東甲信越支社
　(1702)048-641-1411支社長 田口卓

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ シーノ大宮サウス
ウイング８階

電気通信工事建設工事

7010401022916

1030996ニツポンデンセツコウギヨウ

日本電設工業(株) 北関東支店
　(1924)048-662-8811支店長 片瀬憲二

埼玉県さいたま市北区吉野町１－３９９－５ ＮＤＫ大宮ビル
電気工事建設工事

6010501016240

1040021ニツポンドウロ

日本道路(株) 埼玉中央営業所
A　(1571)048-688-3461所長 高尾卓

埼玉県さいたま市見沼区春岡１－１－１０
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事 水道施設工事建設工事

　(1560) A　(1865) 　(1210) 　(1096)

9010401023409

1031000ニツポンドライケミカル

日本ドライケミカル(株)
　(1454)03-5815-5050代表取締役 遠山榮一

東京都北区田端６－１－１
消防施設工事建設工事

2010701007860

1030095ニツポンピーエス

(株)日本ピーエス 東京支店
A　(1431)03-5577-9055執行役員支店長 一力信雄

東京都千代田区神田猿楽町１－５－１８ 千代田ビル６階
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(1025) 　(974) 　(1121) 　(809)

9210001010695

1030212ニツポンビルコン

日本ビルコン(株) 東日本事業本部首都圏支社北関
東サービス部大宮サービスセンター 　(1040)048-669-0030北関東サービス部部門長 大石幸保

埼玉県さいたま市北区宮原町１－５５８
電気工事 管工事建設工事

A　(1240)

9010601024883

1030467ニツポンライナー

日本ライナー(株) 北関東営業所
A　(1186)048-669-0088所長 遠藤慶紀

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２５４－２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(1096) A　(1069) 　(1164)

9010701023827

1030279ニツポンリーテツク

日本リーテック(株)
　(1355)03-6880-2730代表取締役 田邊昭治

東京都千代田区神田錦町１－６
とび･土工工事 電気工事 電気通信工事建設工事

　(1715) 　(1345)

5011501002891

1031067ニホンエレベーターセイゾウ

日本エレベーター製造(株)
　(1181)03-3866-0261代表取締役社長 千足邦男

東京都千代田区岩本町１－１０－３
機械器具設置工事建設工事

8010001032926

1030463ニホンエンヂニヤ

日本エンヂニヤ(株)
　(965)0561-62-3611代表取締役 牧志龍男

愛知県長久手市下川原１５－１
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事 水道施設工事建設工事

　(833) 　(794) 　(791)

7180001067907

1030243ニホンカンキヨウクリアー

日本環境クリアー(株)
　(666)048-658-0111代表取締役 杉山英司

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

C　(663) 　(640)

2030001006446

1030612ニホンカンキヨウマネジメント

日本環境マネジメント(株)
B　(772)048-834-5511代表取締役 片山安茂

埼玉県さいたま市浦和区仲町１－１２－１
土木工事 建築工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

B　(813) B　(736) 　(694) 　(682)

9030001002983

1030023ニホンカンザイ

日本管財(株)
A　(1191)03-5299-0853代表取締役 福田慎太郎

東京都中央区日本橋２－１－１０
建築工事 電気工事 管工事 防水工事 消防施設工事建設工事

　(1257) A　(1280) 　(1093) 　(1145)

9140001069797
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1030675ニホンキヨウリヨウ

日本橋梁(株) 東京支店
　(1164)03-6757-4325支店長 片山正人

東京都江東区豊洲５－６－５２ ＮＢＦ豊洲キャナルフロント
鋼構造物工事建設工事

9120001180754

1031040ニホンクウチヨウサービス

日本空調サービス(株) 東京支店
A　(1481)03-3615-5051支店長 佐藤宏之

東京都江東区潮見２－１－７
管工事 消防施設工事建設工事

　(1196)

6180001002699

1030971ニホングリーンキカク

(株)日本グリーン企画
B　(888)048-572-8441代表取締役 武蔵憲二

埼玉県深谷市人見４７９－４
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

　(704) B　(756) 　(894) 　(704)

6030001086492

1030700ニホンコウアツコンクリート

日本高圧コンクリート(株) ＰＣ事業部北関東営業
所 A　(1199)048-662-9254所長 片山淳

埼玉県さいたま市北区宮原町２－４９－３３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(1093) B　(691) 　(728)

1430001020829

1030785ニホンコクドカイハツ

日本国土開発(株) 北関東営業所
A　(1687)048-649-5511所長 鈴木文隆

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２５
土木工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(998) 　(1371) 　(1152)

3010401022812

1030786ニホンコクドカイハツ

日本国土開発(株) 東京支店
A　(1765)03-3403-3151支店長 大庭薫雄

東京都港区赤坂４－９－９
建築工事建設工事

3010401022812

1030690ニホンサンサイクル

日本サンサイクル(株)
　(753)03-3639-4911代表取締役 内田勉

東京都中央区日本橋蛎殻町１－７－９
機械器具設置工事建設工事

9010001062105

1030734ニホンジドウキコウ

日本自動機工(株)
　(1115)048-835-6361代表取締役 古屋久昭

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－７
鋼構造物工事 機械器具設置工事建設工事

　(1005)

8030001006291

1030718ニホンジドウドア

日本自動ドア(株) 埼玉営業所
　(835)048-761-6101所長 高橋克行

埼玉県春日部市南栄町８－６
建具工事建設工事

4011201004116

1030856ニホンシヨクブツエン

日本植物園(株)
B　(770)048-683-7077代表取締役 野崎隆平

埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－８２７－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事 造園工事建設工事

　(664) B　(729) 　(642) 　(850)

2030001006553

1040044ニホンスポーツソウギヨウ

(株)日本スポーツ総業
D　(573)03-5995-1271代表取締役 中川幸男

東京都板橋区南常盤台１－１８－１
土木工事 ほ装工事 造園工事建設工事

C　(504) 　(508)

7011401014507

1030684ニホンタイイクシセツ

日本体育施設(株) 関東営業所
A　(1207)048-866-2993所長 岡田勝也

埼玉県さいたま市南区文蔵２－４－３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(890) A　(1120) 　(1085)

9011201006165

1030258ニホンチヨウリキ

日本調理機(株) 埼玉営業所
A　(1216)048-653-8251営業所長 小澤真一

埼玉県さいたま市北区土呂町２－７３－１
管工事建設工事

8010801009041

1040029ニホンテクニカルサービス

日本テクニカル・サービス(株)
　(868)03-3413-8500代表取締役社長 米谷恭児

東京都世田谷区池尻３－１０－３ 三菱電機世田谷ビル
電気工事 電気通信工事建設工事

　(931)

9010901009056

1031171ニホンデンギ

日本電技(株) 東京本店
　(1570)03-5624-1000東京本店長 岡崎功

東京都墨田区両国２－１０－１４
電気工事 管工事 機械器具設置工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

A　(1298) 　(1134) 　(1077) 　(967)

1010601021483

1031190ニホンデンコウ

日本電工(株) 埼玉支店
　(1028)04-2926-8311取締役支店長 石倉裕之

埼玉県所沢市小手指町２－１８－４
電気工事建設工事

5010401022934
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1040031ニホンニートシステム

(株)日本ニートシステム
C　(619)048-951-2212代表取締役 米津博明

埼玉県三郷市高州２－１１４
ほ装工事 塗装工事建設工事

　(495)

2030001097857

1030281ニホンハイウエイサービス

日本ハイウエイ・サービス(株) 埼玉営業所
A　(1208)048-758-7679埼玉営業所長 宮入崇

埼玉県さいたま市岩槻区平林寺西３６６－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(1308) A　(1049) 　(943)

3011101049682

1030676ニホンフアブテツク

日本ファブテック(株) 橋梁事業本部
A　(1153)0297-78-7898本部長 福島剛

茨城県取手市下高井１０２０
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事建設工事

　(1150) 　(1606)

8010401020704

1030262ニホンフイールドシステム

日本フィールドシステム(株) 関東支店
A　(1054)03-5284-4670関東支店長 桑田政明

東京都足立区千住宮元町１３－１３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(826) A　(1052) 　(941)

1260001020409

1030170ニホンプラントケンセツ

(株)日本プラント建設
B　(807)03-3635-2220代表取締役 渡邊厚史

東京都江東区高橋１３－１５
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(683)

1010601023562

1030448ニホンボーサイコウギヨウ

(株)日本ボーサイ工業 埼玉支店
　(756)04-2941-6600支店長 田渕功輝

埼玉県所沢市上新井２－５３－１
とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

C　(595) 　(723)

9012401001286

1030609ニホンムセン

日本無線(株) 埼玉営業所
　(1462)049-257-6279所長 恩田和哉

埼玉県ふじみ野市福岡２－１－１２
電気通信工事建設工事

3012401012867

1030547ニホンロードメンテナンス

日本ロード・メンテナンス(株) 埼玉営業所
A　(1072)048-666-8966所長 越野洋一

埼玉県さいたま市大宮区大成町３－４２７
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(1131) A　(1086) 　(938)

4010401023355

1030265ヌクイジユウセツ

温井住設(株)
B　(702)0495-23-3377代表取締役 温井康宏

埼玉県本庄市若泉１－１１－３０
土木工事 建築工事 管工事建設工事

B　(712) A　(999)

6030001060357

1030851ヌクイデンキコウジ

(有)貫井電機工事
　(790)048-266-0064代表取締役 貫井功二郎

埼玉県川口市芝２－２－２
電気工事建設工事

5030002105905

1030087ヌマジリデンキコウジ

(株)沼尻電気工事
　(1005)048-584-4085代表取締役 沼尻裕之

埼玉県深谷市小前田６２０－１
電気工事建設工事

3030001086108

1030011ネクスト

ネクスト(株)
　(562)03-5817-4168代表取締役 入江卓哉

東京都台東区東上野１－１３－２ 成田第２ビル５階５Ｂ号室
電気工事建設工事

3010001140238

1030979ネツトチヤート

ネットチャート(株)
D　(596)045-476-1411代表取締役 楠本和弘

神奈川県横浜市港北区新横浜２－１５－１０ ＹＳ新横浜ビル８階
土木工事 とび･土工工事 電気工事 電気通信工事 造園工事建設工事

　(581) 　(684) 　(785) 　(581)

2020001048423

1031082ネツトワンシステムズ

ネットワンシステムズ(株)
　(1246)03-6433-1724執行役員東日本第１事業本部長 辻晃治

東京都千代田区丸の内２－７－２ ＪＰタワー
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1500)

7010701007922

1031090ノウミボウサイ

能美防災(株) 北関東支社
　(1763)048-669-2255支社長 岩崎浩幸

埼玉県さいたま市北区本郷町２７２
消防施設工事建設工事

5010001008739

1030779ノグチデンキコウジ

野口電気工事(株)
　(805)048-966-3380代表取締役 野口隆弘

埼玉県越谷市赤山町３－２００
電気工事建設工事

7030001064596
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1030804ノザトデンキコウギヨウ

野里電気工業(株) 埼玉営業所
　(1392)042-974-0870所長 蔭山三郎

埼玉県飯能市新光５０－１４
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(989)

9120001050395

1040023ノムラコウゲイシヤ

(株)乃村工藝社
A　(1358)03-5962-1171代表取締役 榎本修次

東京都港区台場２－３－４
建築工事 鋼構造物工事 内装仕上工事建設工事

　(1058) 　(1753)

4010401023652

1030063ノワテツク

(株)ノワテック
　(820)048-583-5892代表取締役 水上真紀

埼玉県深谷市長在家９７５－１
電気工事 管工事建設工事

B　(685)

5030001086048

1030009パークシステム

(株)パークシステム
　(528)048-836-3605代表取締役 奥田秀樹

埼玉県さいたま市南区文蔵５－２７－１９
造園工事建設工事

5030001006781

1030075ハイクレー

(株)ハイクレー
B　(709)0480-23-3809代表取締役 大川称三

埼玉県久喜市南５－４－４１
土木工事 ほ装工事 造園工事建設工事

C　(602) 　(602)

3030001030866

1030130ハイシマコウギヨウ

ハイシマ工業(株)
B　(767)048-624-2611代表取締役 ハイ島一弘

埼玉県さいたま市西区水判土２６－５
土木工事 建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

B　(949) 　(671) 　(789)

6030001006888

1030899ハギワラ

ハギワラ(株)
B　(900)048-681-0220代表取締役 有路正章

埼玉県さいたま市見沼区深作３－２４－３
土木工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事 消防施設工事建設工事

A　(963) B　(703) 　(676) 　(685)

8030001018485

1040005ハクオウケンセツ

白凰建設(株)
D　(332)048-941-8000代表取締役 白石紘基

埼玉県草加市清門１－３６０
土木工事建設工事

7030001136825

1030289ハシダブタイセツビ

(株)橋田舞台設備
　(737)072-369-1122代表取締役 橋田伸俊

大阪府堺市美原区真福寺７７－１
内装仕上工事 機械器具設置工事建設工事

　(858)

4120101021722

1031021ハシモトデンコウ

(株)橋本電工
　(939)04-2942-9551代表取締役 橋本幹男

埼玉県所沢市北岩岡２６２－８
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(720) 　(720)

5030001024841

1040041ハスヌマデンキ

(株)ハスヌマ電気
　(938)048-683-3851代表取締役 佐藤隆行

埼玉県さいたま市見沼区蓮沼４８５
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(694) 　(689)

8030001009823

1040038ハセガワ

(株)ハセガワ
C　(634)03-5600-5238代表取締役 埴生誠

東京都江東区森下１－９－９ 熊谷ビル１階
建築工事 ガラス工事 内装仕上工事 建具工事 消防施設工事建設工事

　(648) 　(659) 　(720) 　(686)

3012401018534

1030150ハセガワタイイクシセツ

長谷川体育施設(株) 埼玉営業所
A　(1355)048-861-3911所長 越智真之介

埼玉県さいたま市桜区西堀６－１－２０
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(1149) A　(1414) 　(1217)

6010901009694

1031206ハセコウコーポレーシヨン

(株)長谷工コーポレーション
A　(1521)03-3456-5451代表取締役 池上一夫

東京都港区芝２－３２－１
土木工事 建築工事 解体工事建設工事

A　(2008) 　(1639)

7010401024061

1030651ハタノシステム

(株)ハタノシステム
　(1028)03-5740-6261代表取締役 波多野裕一

東京都目黒区下目黒２－２３－１８
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(880)

7013201018555

1030105ハチコウエン

(株)八廣園
B　(935)048-296-3311代表取締役 渡邉進

埼玉県川口市西立野１８７
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

　(798) B　(779) 　(977) 　(691)

4030001076792
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1031221ハツガイ

(株)ＨＡＴＳＵＧＡＩ
B　(831)048-783-2466代表取締役 初谷真一

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－６２５－６
土木工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(841) 　(1023)

2030001015174

1031101ハツカリコウギヨウ

初雁興業(株) さいたま支店
A　(1167)048-838-1115支店長 小林貴紀

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１１－５ 三金県庁前ビル２階
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1175) 　(1028) A　(1009) 　(973)

9030001055395

1031100ハツカリコウムテン

(株)初雁工務店
A　(1084)049-262-1515代表取締役 関根年修

埼玉県ふじみ野市上福岡５－５－１５
建築工事建設工事

8030001055999

1031059ハヅキケンセツ

(株)葉月建設
B　(706)048-929-5315代表取締役 吉田祐幸

埼玉県草加市谷塚上町４１３－４
土木工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

C　(638) 　(533)

6030001038725

1030749ハツセイケンセツ

八生建設(株)
A　(1091)048-852-2631代表取締役 首藤和彦

埼玉県さいたま市中央区下落合７－３－６
建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(883) 　(891)

8030001006878

1030015ハツピークリーン

(株)ハッピークリーン
C　(662)048-960-2511代表取締役 江藤幸人

埼玉県越谷市七左町７－２０２－１
管工事建設工事

6030001065133

1030701パナソニツクエルエスエンジニアリング

パナソニックＬＳエンジニアリング(株) 東京本部
　(1547)03-3575-7043取締役本部長 秋月伸也

東京都港区東新橋１－５－１
電気工事 管工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

A　(1213) 　(1265) 　(945) 　(1300)

3120001089786

1031134パナソニツクサンキシステムズ

パナソニック産機システムズ(株) 空調事業本部
A　(1560)03-6361-0281営業統括部長 直木俊成

東京都墨田区押上１－１－２
管工事建設工事

8010501032913

1030514パナソニツクシステムソリユーシヨンズジヤパン

パナソニックシステムソリューションズジャパン(
株) 首都圏部門 　(1473)03-5148-5469首都圏部門長 奥村康彦

東京都中央区銀座８－２１－１
電気工事 管工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

A　(1031) 　(1026) 　(1725)

3010001129215

1030183ハナゾノグリーンサービス

(株)花園グリーンサービス
B　(731)048-584-4051代表取締役 竹花裕美子

埼玉県深谷市北根５１７
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(728) B　(692) 　(897)

6030001086113

1030670ハナブサケンチクセツケイジムシヨ

(有)英建築設計事務所
C　(690)048-952-3107代表取締役 谷中英輝

埼玉県三郷市三郷１－３０－９
建築工事建設工事

6030002050902

1030434ハナマエシヨウテン

(株)花前商店
B　(774)048-826-5797代表取締役 中村義弘

埼玉県さいたま市緑区東大門３－６－２
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(761) B　(730) B　(740) 　(638)

7030001006846

1030032ハマシマ

(有)ハマシマ
B　(759)048-955-3121代表取締役 浜島義彦

埼玉県三郷市鷹野５－５１１
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事建設工事

　(612) B　(691) C　(592)

7030002049621

1030924ハヤカワデンコウ

(株)早川電工
　(946)048-547-0551代表取締役 早川隆治

埼玉県鴻巣市筑波２－２－１１
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(667) 　(685)

7030001087044

1031209ハラエンジニアリング

ハラエンジニアリング(株)
D　(543)048-540-6815代表取締役 杉原正文

埼玉県鴻巣市松原３－６－４８
土木工事 建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

D　(531) 　(602) 　(531)

1030001062523

1030246パンイノベーシヨン

(株)パン・イノベーション
　(598)048-876-9471代表取締役 東雄作

埼玉県さいたま市岩槻区浮谷２１３０
電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(540)

1030001113391
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1030419バンダイデンキコウギヨウ

(株)万代電気工業
C　(691)048-852-7246代表取締役 三角喜久治

埼玉県さいたま市桜区中島２－２２－１
土木工事 とび･土工工事 電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(686) 　(1043) 　(698) 　(723)

9030001006828

1030058ピーエスミツビシ

(株)ピーエス三菱 東京土木支店
A　(1735)03-6385-8084常務執行役員支店長 森島修

東京都中央区晴海２－５－２４ 晴海センタービル２階
土木工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(1404) 　(1404) 　(1300)

1010001008742

1030653ピーシーテレコム

(株)ピーシーテレコム
　(661)048-857-2361代表取締役 小川幸夫

埼玉県さいたま市中央区八王子２－２－１６
電気工事 管工事 電気通信工事建設工事

C　(552) 　(744)

3030001010273

1030303ヒガシカワグチケンセツ

(有)東川口建設
C　(674)048-296-3313代表取締役 渡邉早苗

埼玉県川口市西立野１８１－４
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

　(554) C　(601) 　(660) 　(554)

9030002106263

1030805ヒガシニツポンデンシンデンワ

東日本電信電話(株) 埼玉事業部
　(1631)048-626-5249執行役員埼玉事業部長 石川達

埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－１７
電気通信工事建設工事

8011101028104

1030620ヒカリシヨウコウ

光商工(株)
　(1002)03-3573-1365代表取締役 村田龍二

東京都中央区銀座７－４－１４ 光ビル
電気工事 電気通信工事建設工事

　(758)

3010001054909

1031083ビソウ

美創(株)
C　(659)048-265-9760代表取締役 中村光城

埼玉県川口市本前川３－３３－１５
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(808) 　(715)

9030001076490

1030770ビソーコウギヨウ

ビソー工業(株)
　(687)048-625-1691代表取締役 戸張四郎

埼玉県さいたま市西区西新井堤崎前５０５－１２１
とび･土工工事 電気工事 管工事 水道施設工事 消防施設工事建設工事

　(610) C　(600) 　(608) 　(605)

2030001007106

1030540ヒタチコクサイデンキ

(株)日立国際電気 北関東営業所
　(1426)048-645-2282所長 板生文宏

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６
電気通信工事建設工事

2010001098064

1031115ヒタチシステムズ

(株)日立システムズ 関東甲信越支社
A　(1043)048-641-0731関東甲信越支社長 高森浩信

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－７５
建築工事 電気工事 管工事 内装仕上工事 電気通信工事建設工事

　(1442) A　(1298) 　(1196) 　(1469)

6010701025710

1030381ヒタチシステムズネツトワークス

(株)日立システムズネットワークス 北関東支店
　(1161)048-643-1231支店長 五味高弘

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－７５ 大宮フコク生命ビル３階
電気通信工事建設工事

5010801017419

1030478ヒタチセイサクシヨ

(株)日立製作所 北関東支店
　(1957)048-647-0051支店長 上田充宏

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６
電気工事 管工事 電気通信工事 水道施設工事建設工事

A　(1495) 　(1593) 　(1181)

7010001008844

1030454ヒタチゾウセン

日立造船(株) 東京本社
A　(1239)03-6404-0831環境営業統括部長 石川英司

東京都品川区南大井６－２６－３
建築工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事 清掃施設工事建設工事

　(1637) 　(1614) 　(1399) 　(1736)

3120001031541

1031125ヒタチビルシステム

(株)日立ビルシステム 関東支社
　(1422)04-7168-5180支社長 小口辰廣

千葉県柏市柏４－８－１
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

A　(1515) 　(1785)

2010001027031

1030487ヒタチプラントサービス

(株)日立プラントサービス 関東支店
A　(957)048-642-6471支店長 中岡浩人

埼玉県さいたま市大宮区宮町２－３５ 大宮ＭＴビル５階
土木工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

A　(1647) 　(1412) 　(1252)

5013301030602

1030129ビツグバン

(株)ＢＩＧＢＡＮＧ
D　(583)048-669-5035代表取締役 森道男

埼玉県さいたま市見沼区砂町２－３２－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(511) C　(529) 　(509)

1030001017048
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1030300ヒドロコウギヨウ

ヒドロ工業(株)
B　(879)045-713-7830代表取締役 石田日出夫

神奈川県横浜市南区大岡３－１６－８
管工事建設工事

2020001013641

1031187ヒノデケンセツ

(株)日の出建設
B　(897)048-982-5027代表取締役 瀧口日出夫

埼玉県吉川市小松川６２１－２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

　(788) B　(777) 　(693) 　(747)

3030001065706

1030301ヒビノスペーステツク

ヒビノスペーステック(株)
　(787)03-5419-1576代表取締役 小林瑞夫

東京都港区海岸２－７－７０
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1007)

5010401025103

1030818ヒビヤアメニス

(株)日比谷アメニス
A　(971)03-3453-2401代表取締役 伊藤幸男

東京都港区三田４－７－２７
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(773) B　(764) B　(762) 　(1259)

2010401025205

1031118ヒビヤソウゴウセツビ

日比谷総合設備(株) 東京本店
　(1528)03-3454-5311東京本店長 實川博史

東京都港区芝浦３－４－１ グランパークタワー３１階
電気工事 管工事建設工事

A　(1718)

9010401025405

1030593ヒライワケンセツ

平岩建設(株)
A　(1047)04-2923-2203代表取締役社長 平岩敏和

埼玉県所沢市南住吉８－１９
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1212) A　(916) 　(878) 　(942)

7030001024906

1030642ヒライワトソウ

平岩塗装(株)
　(1050)03-3759-9198代表取締役 平岩敏史

東京都大田区千鳥２－６－１７
塗装工事建設工事

7010801010108

1030507ヒロシマケンセツ

広島建設(株)
A　(1303)04-7143-8411代表取締役 島田秀貴

千葉県柏市豊四季１００４
建築工事建設工事

1040001066374

1030558ヒロソウギヨウ

広総業(株)
　(718)048-542-5936代表取締役 竹内順子

埼玉県鴻巣市本町２－１－７
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

C　(562) 　(677)

5030001061843

1031007フイツトデンソウ

フィット電装(株) 北関東営業所
　(821)048-825-9873所長 山賀耕太

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－３４－１２ 松村第一ビル
電気工事 管工事建設工事

B　(772)

6010801010348

1030294フウキケンセツ

風基建設(株)
B　(844)03-3356-4841代表取締役 渡邊隆

東京都新宿区新宿１－３５－１０ カテリーナ新宿御苑５０３
建築工事建設工事

4011101028248

1031105フカイセツビコウジ

(株)深井設備工事
A　(1026)048-664-3297代表取締役 深井昭浩

埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－８２３
管工事建設工事

7030001007398

1030871フカイデンキ

深井電気(株)
　(911)048-592-1561代表取締役 深井正美

埼玉県北本市中丸１－１０６－１
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(677) 　(681) 　(720)

3030001062091

1030527フカノゾウエン

(株)深野造園
B　(755)048-977-4128代表取締役 深野秀樹

埼玉県越谷市大沢１－１３－１１
土木工事 とび･土工工事 造園工事建設工事

　(706) 　(896)

5030001064706

1030501フクシマセイサクシヨ

(株)福島製作所
　(745)024-534-3146代表取締役 百田昭洋

福島県福島市三河北町９－８０
電気工事建設工事

9380001001430

1030502フクシマセイサクシヨ

(株)福島製作所 東京営業所
　(989)03-5767-6540所長 難波毅

東京都大田区大森北１－５－１
機械器具設置工事建設工事

9380001001430
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1030921フクダケンセツ

福田建設(株)
B　(885)048-928-3536代表取締役 福田智弘

埼玉県八潮市西袋４２３
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

B　(923) B　(758) 　(680) 　(750)

4030001036301

1030374フコクライナー

(株)富国ライナー
　(540)048-977-6368代表取締役 川上重光

埼玉県越谷市平方１９２１ー１
とび･土工工事 塗装工事建設工事

　(597)

2030001064493

1030272フジエイレイネツコウギヨウ

藤栄冷熱工業(株)
C　(608)03-3886-8003代表取締役 藤巻正人

東京都足立区関原３－７－２１
管工事建設工事

5011801010264

1030930フジカイハツ

不二開発(株) さいたま支店
B　(842)048-799-0833支店長 牧野比呂志

埼玉県さいたま市岩槻区大戸１５３－３
土木工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

B　(774) 　(657)

9030001031157

1030239フジカロスイキ

フジカ濾水機(株) 川口営業所
　(734)048-225-2311営業所長 野口健次

埼玉県川口市元郷２－３－３２
機械器具設置工事建設工事

4013301010563

1030767フジカンコウ

富士管工(株)
C　(688)048-641-2385代表取締役 大澤規郎

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－１１－１
土木工事 管工事 ほ装工事建設工事

A　(944) B　(661)

3030001007427

1030744フジグリーンテツク

(株)富士グリーンテック 東京支店
A　(1000)042-851-7190取締役支店長 保坂典彦

東京都町田市原町田４－１８－８
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(795) A　(951) 　(1061)

2090001000773

1030383フジケンセツコウギヨウ

富士建設工業(株)
　(1043)025-255-4161代表取締役 鳴海利彦

新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６
タイル･れんが･ブロック工事 機械器具設置工事建設工事

　(1118)

3110001004787

1031143フジケンセツコウギヨウ

富士建設工業(株)
C　(667)048-927-7677代表取締役 並木守

埼玉県草加市瀬崎３－３０－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

B　(849) 　(682) 　(681)

4030001035518

1030938フジコウ

(株)冨士工
A　(1278)03-5962-3941代表取締役 日高利美

東京都中央区日本橋人形町１－３－６
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1443) A　(917) 　(838) 　(885)

2010701017769

1030867フジコウギヨウ

富士工業(株)
　(836)03-3931-1501代表取締役 大沢創一

東京都板橋区若木１－２６－１３
機械器具設置工事建設工事

1011401007276

1030192フジサンギヨウ

富士産業(株) 東京支店
A　(1104)03-5822-0085支店長 阪田宗生

東京都中央区日本橋浜町１－３－１２
建築工事建設工事

8120001088619

1030005フジシートケイコウギヨウ

不二シート軽工業(株)
　(425)048-752-6341代表取締役 成田龍一

埼玉県春日部市不動院野４５１－２
鋼構造物工事建設工事

2030001051434

1031086フジタ

(株)フジタ 関東支店
A　(1899)048-657-1630上席執行役員支店長 三浦隆一

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ ソニックシティビル１
７階

土木工事 建築工事 鋼構造物工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1953) 　(1286) 　(1601) 　(1481)

8011001039242

1030233フジダイナミクス

(株)富士ダイナミクス
　(825)03-3793-5411代表取締役 遠藤直輝

東京都目黒区青葉台１－２８－９
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(761) 　(960)

7013201006873

1030994フジタエンジニアリング

藤田エンジニアリング(株) 埼玉支店
　(1298)048-577-6113支店長 津久井敦

埼玉県熊谷市美土里町１－１４０
電気工事 管工事 機械器具設置工事 電気通信工事 水道施設工事建設工事

A　(1398) 　(1132) 　(1122) 　(1219)

6070001008237
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1030937フジタケンソウ

(株)藤田建装
B　(943)03-3841-6432代表取締役 藤田一之

東京都台東区西浅草１－７－４
建築工事 内装仕上工事建設工事

　(1192)

5010501011647

1030592フジタドウロ

フジタ道路(株) 中関東事業部
A　(1281)049-293-6311事業部長 帶川靖洋

埼玉県入間郡三芳町北永井６０３－２
土木工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1428) 　(832)

7010001034923

1030595フジタロードキカク

(株)フジタロード企画
　(664)048-836-2410代表取締役 永井佳代子

埼玉県さいたま市南区辻４－１２－１１
とび･土工工事 塗装工事建設工事

　(681)

2030001007254

1030081フジツウジヤパン

富士通Ｊａｐａｎ(株) 埼玉支社
　(1385)048-641-1747支社長 大久保尚

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０
電気通信工事建設工事

5010001006767

1030992フジツウゼネラル

(株)富士通ゼネラル 情報通信ネットワーク営業部
　(1390)044-861-7786部長 新田洋司

神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７
電気通信工事建設工事

6020001066941

1030975フジツウネツトワークソリユーシヨンズ

富士通ネットワークソリューションズ(株) 関東支
店 　(1206)048-648-6531関東支店長 舘山富雄

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 大宮ＪＰビルディ
ング

電気工事 電気通信工事建設工事

　(1455)

7020001077145

1030036フジテツク

フジテック(株) 北関東支店
　(1590)048-645-0480支店長 荒木秀之

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－７５－１
機械器具設置工事建設工事

3160001009212

1030881フジデンキアイテイソリユーシヨン

富士電機ＩＴソリューション(株)
　(808)03-5817-5751代表取締役 及川弘

東京都千代田区外神田６－１５－１２
とび･土工工事 電気工事 管工事 内装仕上工事 電気通信工事建設工事

　(973) B　(839) 　(807) 　(1070)

9010001087242

1031080フジドボクコウギヨウ

(株)富士土木興業
B　(789)048-281-3180代表取締役 永沼義隆

埼玉県川口市江戸１－１６－５２
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(793) B　(740) B　(750) 　(692)

1030001076936

1030120フジピーエス

(株)富士ピー・エス 関東支店
A　(1454)03-5858-3175執行役員支店長 辻裕治

東京都江東区亀戸２－２６－１０ 立花亀戸ビル
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(1224) 　(1001) B　(812) 　(1087)

6290001010204

1030783フジピツトサービス

(株)フジピットサービス
C　(615)048-653-7551代表取締役 齋藤聖次

埼玉県さいたま市北区宮原町４－６５－２８
土木工事建設工事

2030001007469

1030385フジフルカワイーアンドシー

富士古河Ｅ＆Ｃ(株) 埼玉営業所
　(1677)048-788-3760所長 長坂寿彦

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１４９－３
電気工事 管工事建設工事

A　(1597)

6020001077096

1030963フジヨシコウギヨウ

藤吉工業(株) 東京支社
A　(1147)03-3297-8261支社長代理 高梨智裕

東京都中央区新川１－１５－１１ 小田中ビル２階
管工事 機械器具設置工事建設工事

　(1028)

8180001032505

1031197フソウ

(株)フソウ 埼玉営業所
A　(1354)048-884-8100所長 木田智大

埼玉県さいたま市浦和区仲町３－１３－１０
土木工事 電気工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1258) 　(1251) 　(1362) 　(1408)

9010001055694

1030560フソウコウギヨウ

扶桑工業(株)
　(895)048-757-6413代表取締役 中村幸満

埼玉県さいたま市岩槻区西原台２－１－１４３
とび･土工工事 電気工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(728) B　(651) 　(883)

5030001018158

1031004フソウデンキコウギヨウ

扶桑電機工業(株)
　(922)03-3474-1200代表取締役 佐野健二郎

東京都品川区南品川６－３－１０
建具工事建設工事

8010701008696
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1040039フソウデンツウ

扶桑電通(株)
　(1019)03-3544-7211代表取締役 有冨英治

東京都中央区築地５－４－１８
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1358)

6010001055706

1030304フタバコウギヨウ

双葉工業(株)
C　(693)0480-62-7756代表取締役 山下太一郎

埼玉県加須市三俣１－４－２１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(912) B　(698) 　(928)

1030001032674

1030342フドウエン

不動園(株)
B　(716)048-798-2741代表取締役 小山正男

埼玉県さいたま市岩槻区黒谷２３１０
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(707) B　(703) 　(823)

2030001018169

1030144フドウカイハツ

不動開発(株) 三郷営業所
A　(1186)048-953-9702常務取締役所長 小野弘

埼玉県三郷市三郷１－２６－５ 加藤第１マンション１０１
建築工事 解体工事建設工事

　(940)

4030001007277

1030878フルカワサンキシステムズ

古河産機システムズ(株) コントラクタ本部
B　(875)03-6636-9512コントラクタ本部長 舘山文人

東京都千代田区大手町２－６－４
管工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事 清掃施設工事建設工事

　(1299) 　(1292) 　(838) 　(951)

1010001087927

1030270フルゴオリケンセツ

古郡建設(株)
A　(1201)048-573-3111代表取締役 古郡栄一

埼玉県深谷市稲荷町２－１０－６
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1302) A　(1077) 　(900) 　(914)

4030001086536

1030349フルテツク

フルテック(株) 埼玉支店
　(1198)048-858-5037支店長 成田卓哉

埼玉県さいたま市桜区栄和１－１４－８
建具工事建設工事

3430001013822

1030008フルハシシヨウジ

(株)フルハシ商事 三郷営業所
B　(884)048-952-3331営業所長 田中久代

埼玉県三郷市南蓮沼７０３
土木工事 建築工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 解体工事建設工事

C　(602) B　(713) 　(584) 　(824)

5040001071866

1040015ブンカザイホゾンカツヨウケイカク

文化財保存活用計画(株)
D　(410)042-465-4619代表取締役 榮山慶二

東京都西東京市芝久保町４－１２－２１
建築工事 大工工事建設工事

　(454)

6011501020133

1030436ブンカシヤツター

文化シヤッター(株) 越谷営業所
　(1486)048-965-9111所長 野口秀達

埼玉県越谷市赤山本町１１－１ Ｋ１ビル２階
内装仕上工事 建具工事建設工事

　(1733)

3010001088907

1030909ヘイワコウキ

平和衡機(株)
　(822)027-362-3351代表取締役 横田裕正

群馬県高崎市問屋町３－５－５
機械器具設置工事建設工事

2070001008298

1030218ヘクセルワークス

(株)ＨＥＸＥＬＷｏｒｋｓ 北関東支店
　(1633)048-711-8500支店長 中川達弘

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６１－１
電気工事建設工事

2010401032077

1030271ベストグリーン

(株)ベストグリーン
B　(757)048-568-1110代表取締役 水野貴詞

埼玉県鴻巣市北根１５２３－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

　(736) B　(720) 　(747) 　(639)

9030001062490

1030392ベルテクノ

(株)ベルテクノ
B　(821)052-857-9001代表取締役 鈴木洋

愛知県名古屋市中区錦３－５－２７ 錦中央ビル４階
土木工事 管工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

B　(692) 　(678) 　(1060)

9180001066048

1031055ベルテツクガイア

(株)ベルテックガイア
C　(628)048-686-6031代表取締役 瀧沢藤夫

埼玉県さいたま市見沼区中川５４６－２
土木工事 とび･土工工事 電気工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(755) 　(628) C　(628) 　(736)

3030001009836

1030100ホアンキカク

(株)保安企画 埼玉営業所
　(1133)049-249-0001所長 波多野友岳

埼玉県川越市旭町１－１－２１
とび･土工工事建設工事

8200001011497
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1030147ホウエイケンセツ

邦栄建設(株)
B　(920)048-288-8800代表取締役 宮腰昇

埼玉県川口市安行吉岡１５７０－６
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(860) B　(701) B　(764) 　(850)

4030001077114

1030730ホウキエン

(有)宝亀園
　(846)048-988-0377代表取締役 小野寺勉

埼玉県越谷市南町１－２２－５
造園工事建設工事

5030002106795

1040034ホウケンシヤ

(株)奉建社
C　(611)048-965-2555代表取締役 佐藤初惠

埼玉県越谷市東越谷６－３１－５
建築工事 とび･土工工事 電気工事 管工事 消防施設工事建設工事

　(689) 　(656) B　(828) 　(670)

2030001064758

1030012ホウワ

(株)豊和 東京支店
　(641)03-3633-1234東京支店長 小林明彦

東京都江東区新大橋２－４－９
建具工事建設工事

4140001051181

1031037ホーチキ

ホーチキ(株)
　(1267)03-3444-4111代表取締役 山形明夫

東京都品川区上大崎２－１０－４３
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(1405) 　(1640)

3010701008973

1030853ホートー

(株)ホートー
B　(737)049-245-9161代表取締役 栃原景春

埼玉県川越市下赤坂１８００－３
土木工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

B　(817) B　(674) 　(720)

2030001017278

1030561ホームランドウウンドウシセツ

ホームラン堂運動施設(株)
B　(874)03-3370-5191代表取締役 中澤克彦

東京都渋谷区代々木１－５８－１１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(875) B　(754) 　(755)

5011001021558

1031167ホクエイデンキ

北英電気(株)
　(915)048-953-0128代表取締役 福原英章

埼玉県三郷市泉３－２－１８
電気工事建設工事

3030001036995

1031138ホクサンデンセツ

(株)北産電設
　(935)04-2942-2031代表取締役 金子圭

埼玉県所沢市中富南４－２９－３
電気工事建設工事

9030001025010

1030667ホシイリヨウサンキ

(株)星医療酸器
A　(1112)03-3899-2101代表取締役 星幸男

東京都足立区入谷７－１１－１８
管工事 内装仕上工事 消防施設工事建設工事

　(836) 　(1016)

2011801011868

1030485ホシザキキタカントウ

ホシザキ北関東(株)
B　(871)048-660-2311代表取締役 遠藤厚

埼玉県さいたま市北区宮原町３－３６
管工事建設工事

6030001007713

1030709ホシノグミ

(株)星野組
A　(964)0480-58-0008代表取締役 星野守男

埼玉県久喜市鷲宮２－１０－８
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

B　(900) 　(909) A　(907) 　(770)

3030001031245

1030320ホソダケンセツ

細田建設(株)
A　(1071)042-974-1155代表取締役 細田光利

埼玉県飯能市双柳７６０－１４
建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(862) 　(766)

5030001089570

1031226ホマレデンチ

(株)ホマレ電池
　(1117)03-3861-1921代表取締役 江原吉一

東京都千代田区神田佐久間町３－２１ ホマレビル
電気工事 電気通信工事建設工事

　(759)

4010001029158

1030200ポラスグランテツク

ポラスグランテック(株)
C　(676)048-989-2261代表取締役 中内晃次郎

埼玉県越谷市蒲生茜町１３－２
土木工事 建築工事 ほ装工事建設工事

A　(1013) B　(685)

6030001064374

1030174ポラスノリフオーム

(株)ポラスのリフォーム
B　(854)048-961-1205代表取締役 中内啓夫

埼玉県越谷市蒲生茜町１３－２
建築工事 内装仕上工事建設工事

　(785)

1030001065055
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1031043ポラテツク

ポラテック(株)
A　(1545)048-961-7711代表取締役 中内晃次郎

埼玉県越谷市新越谷１－７１－２
建築工事建設工事

2030001064782

1030923ホリウチボウサイ

(株)堀内防災
　(724)04-7152-1601代表取締役 堀内茂希

千葉県流山市江戸川台東１－５２
消防施設工事建設工事

8040001039704

1030056ホリカワサンギヨウ

堀川産業(株)
A　(1081)048-925-1141代表取締役 堀川雅治

埼玉県草加市住吉１－１３－１０
管工事建設工事

1030001035561

1031152ホワイトシユンセツコウジ

ホワイト浚渫工事(有)
B　(802)048-466-2222代表取締役 佐久間勝

埼玉県朝霞市根岸台６－１０－３３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

　(713) B　(740) 　(643) 　(700)

5030002065117

1030932マイクロエレベーター

(株)マイクロエレベーター
　(854)03-5616-3725代表取締役 保田昌徳

東京都足立区綾瀬３－２５－１９
機械器具設置工事建設工事

8011801011945

1030756マイニチコウギヨウ

毎日興業(株)
B　(745)048-642-1238代表取締役 田部井良

埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－２４４－１
建築工事 電気工事 管工事 内装仕上工事 消防施設工事建設工事

　(770) B　(780) 　(725) 　(729)

8030001007901

1030777マエザワエンジニアリングサービス

(株)前澤エンジニアリングサービス 関東支店
B　(855)048-255-1223支店長 加藤忠

埼玉県川口市仲町５－１１
管工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(997) 　(1207) 　(1145)

1030001082736

1030529マエジマシヨクブツエン

(株)前島植物園
　(887)048-296-1726代表取締役 前島孝司

埼玉県川口市安行１１４０
造園工事建設工事

2030001077198

1030846マエダケンセツコウギヨウ

前田建設工業(株) 関東支店
A　(1965)048-649-1604執行役員支店長 山田美智雄

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－７５－１
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1969) A　(1297) 　(1549) 　(1553)

4010001008789

1030124マエダサンギヨウ

(株)前田産業 東京支店
A　(1131)03-6206-6690支店長 前田淳司

東京都港区海岸２－６－３０ ＭＳビル３階
建築工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(1105) 　(1318)

2330001004304

1030348マエダドウロ

前田道路(株) 埼玉営業所
A　(1595)048-952-1221所長 山内浩祥

埼玉県三郷市谷口２２５－２
土木工事 鋼構造物工事 ほ装工事 塗装工事 水道施設工事建設工事

　(1065) A　(1954) 　(1398) 　(1065)

6010701009184

1030247マシモケンセツ

真下建設(株) 蓮田支店
A　(1132)048-768-7285支店長 徳山良一

埼玉県蓮田市西新宿２－１１７
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(998) A　(1014)

9030001060412

1030495マスキコウギヨウ

増木工業(株)
B　(757)048-477-2007代表取締役 増田敏政

埼玉県新座市野火止３－１０－７
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1049) 　(745) B　(655) 　(737)

4030001046184

1040020マストホーム

マストホーム(株)
D　(578)048-950-4141代表取締役 阿部昌裕

埼玉県三郷市早稲田２－１７－９
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

D　(594) 　(542) C　(542)

8030001036487

1030652マスプロデンコウ

マスプロ電工(株) さいたま営業所
　(1198)048-663-8000営業所長 鈴木雅俊

埼玉県さいたま市北区宮原町４－１３－２ 坂本ビル２Ｆ
電気通信工事建設工事

1180001067276

1030457マチダコウギヨウ

(株)町田工業
B　(748)0279-75-0441代表取締役 町田守俊

群馬県吾妻郡中之条町五反田３５２９－４
建築工事建設工事

2070001024139
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1030643マチダセイソウシヤ

(株)町田清掃社
C　(618)042-722-1973代表取締役 阿曽正長

東京都町田市木曽東２－６－１８
土木工事 電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(618) B　(707) 　(616) 　(614)

2012301002366

1030512マツイケンセツ

松井建設(株) 関東営業所
A　(1273)048-813-8100所長 草嶋敏雄

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町５－８ 浦和Ａビル
土木工事 建築工事 解体工事建設工事

A　(1730) 　(1066)

7010001034956

1030885マツザカヤケンザイ

松坂屋建材(株)
B　(906)048-524-0111代表取締役 大澤伸一郎

埼玉県熊谷市広瀬１６５
建築工事 屋根工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(840) 　(844) 　(973) 　(936)

2030001085234

1030018マツデンコウギヨウ

(株)松電工業
　(716)049-264-0197代表取締役 松浦直樹

埼玉県ふじみ野市大井２－２０－２４
電気工事 電気通信工事建設工事

　(799)

6030001056223

1030849マツナガケンセツ

(株)松永建設 三郷営業所
A　(1156)048-949-1685所長 永野長一

埼玉県三郷市上口１－５４－１３ コーポローザンヌＢ－２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1319) 　(996) A　(1032) 　(1052)

2030001018210

1031113マツムラデンキセイサクシヨ

(株)松村電機製作所 東京支店
　(1145)03-3821-6161支店長 塚田暁

東京都台東区池之端２－７－１７ 井門池之端ビル
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(825)

5010001007344

1030041マドカリヨクサン

(有)マドカ緑産
　(687)048-433-8223代表取締役 細淵慶

埼玉県戸田市上戸田４－１０－２０
造園工事建設工事

8030002025258

1031139マルイチケンソウ

(株)丸一建装
B　(761)048-267-7086代表取締役 中村淳平

埼玉県川口市北園町３４－３３
建築工事 とび･土工工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(676) 　(896) 　(772) 　(681)

7030001077276

1030181マルゼン

(株)マルゼン 大宮支店
A　(1326)048-682-0171支店長 石垣祐敏

埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－９０２
管工事建設工事

3010501014528

1030611マルチメデイアシステム

(株)マルチメディアシステム 財務部
　(650)048-783-4921取締役社長 駒井秀一

埼玉県さいたま市見沼区深作３－４－７
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(543) 　(533)

7030001012101

1030808マルツデンパ

(株)マルツ電波 関東支店
　(1056)048-762-7612支店長 南英俊

埼玉県さいたま市緑区東浦和５－９－１
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1108)

8210001003972

1030629マルデン

(株)丸電
　(1119)048-621-1100代表取締役 丸山正

埼玉県さいたま市西区三橋５－１８３４－１
電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

B　(719) 　(987) 　(721)

1030001008006

1030553マルモデンキ

丸茂電機(株)
　(1280)03-3252-0321代表取締役 丸茂英津子

東京都千代田区神田須田町１－２４
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(840)

8010001029410

1030046マルワコウギヨウ

丸和工業(株)
B　(933)048-543-1108代表取締役 矢部利人

埼玉県北本市宮内５－３５１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1234) 　(881) A　(879) 　(960)

1030001062110

1030326ミウラコウムテン

(株)三浦工務店
A　(1360)03-3605-2313代表取締役 三浦啓行

東京都足立区東和３－１４－２５
建築工事建設工事

5011801012277

1030106ミサキグミ

(株)三崎組
A　(981)0246-53-2560代表取締役 太田和夫

福島県いわき市小名浜隼人２１４－３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事建設工事

A　(1000) 　(857) 　(786) A　(850)

2380001013944
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1030240ミザツク

ミザック(株) 東京支店
A　(1084)03-6206-6900支店長 山崎慶祐

東京都千代田区内幸町１－３－３ 内幸町ダイビル８０３
土木工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

　(742) 　(740)

1120001016214

1030470ミサトコウギヨウ

(株)三郷興業
B　(781)048-957-3001代表取締役 中村義旭

埼玉県三郷市半田４８４－１
土木工事 管工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 造園工事建設工事

B　(691) B　(685) 　(743) 　(690)

8030001037031

1030210ミサトシシテイカンコウジギヨウ

三郷市指定管工事業(同)
C　(615)048-953-5607代表理事 濱島義彦

埼玉県三郷市茂田井２４３
土木工事 管工事建設工事

B　(744)

1030005005899

1030520ミサトシジユウタクエイゼン

三郷市住宅営繕(同)
C　(618)048-953-6564代表理事 戸部和夫

埼玉県三郷市中央４－２－１０
建築工事建設工事

2030005005898

1030784ミサトゾウエン

三郷造園(有)
C　(661)048-952-2059代表取締役 宮田圭

埼玉県三郷市茂田井１５１５
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(641) C　(642) 　(677)

5030002049937

1030067ミズタニコウムテン

(株)水谷工務店
　(847)048-964-0869代表取締役 水谷健志

埼玉県越谷市七左町７－１８１－１
とび･土工工事建設工事

8030001064843

1030068ミズタニコウムテン

(株)水谷工務店 三郷営業所
A　(1016)048-951-5345営業所長 松崎秀夫

埼玉県三郷市早稲田１－３－２ ヴィレッジ田部井３０１号室
建築工事 解体工事建設工事

　(726)

8030001064843

1031147ミズノ

美津濃(株) 東京支店
A　(1264)03-3233-7235スポーツ施設サービス事業部担当取締

役 山本睦朗

東京都千代田区神田小川町３－１
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(1070) 　(967) A　(1270) 　(1055)

4120001077559

1030742ミズホ

(株)三津穗
B　(859)049-252-3481代表取締役 高野勉

埼玉県富士見市水子３０２３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(844) B　(847) 　(784)

9030001046535

1030310ミズホケンセツ

瑞穂建設(同)
A　(971)048-862-5566代表理事 池田茂

埼玉県さいたま市桜区道場１－８－２１－２Ｆ
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(795) A　(951) A　(880) 　(593)

2030005001781

1030793ミゾタ

(株)ミゾタ さいたま営業所
　(1240)048-788-4820所長 前窪清史

埼玉県さいたま市大宮区宮町３－１－６ 明秀ビル７０２号
鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1234) 　(1155)

6300001000946

1030175ミツイスミトモケンセツ

三井住友建設(株) 北関東営業所
A　(1868)048-640-1734所長 酒井智治

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－１０３
土木工事 建築工事 鋼構造物工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1865) 　(1423) 　(1454) 　(1511)

2010001131477

1030010ミツイトソウ

(株)三井塗装
　(596)048-948-8536代表取締役 掛札勉

埼玉県三郷市戸ヶ崎２－５８８
塗装工事建設工事

4030001116045

1030625ミツイワ

ミツイワ(株)
　(915)03-3407-2181代表取締役 羅本礼二

東京都渋谷区渋谷３－１５－６ 並木橋ビル
電気工事 電気通信工事建設工事

　(968)

9011001022577

1030224ミツナリケンセツ

(株)三成建設
B　(901)048-942-5053代表取締役 白石紘基

埼玉県草加市清門１－３６３
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

B　(807) 　(757) B　(695) 　(754)

9030001035001

1030636ミツビシカコウキ

三菱化工機(株) 環境営業部
A　(1005)044-577-7740部長 田淵健治

神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ ソリッドスクエア東館
土木工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事 清掃施設工事建設工事

A　(1170) 　(1380) 　(1242) 　(1108)

7020001074662
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1030873ミツビシケミカルアクアソリユーシヨンズ

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(株)
　(917)03-6848-4220代表取締役 安口公勉

東京都中央区日本橋本石町１－２－２ 三菱ケミカル日本橋ビル
電気工事 管工事 機械器具設置工事 さく井工事 水道施設工事建設工事

A　(1047) 　(1018) 　(779) 　(710)

6010001070878

1030305ミツビシジユウコウレイネツ

三菱重工冷熱(株) 筑波営業所
A　(1455)029-842-8423所長 安達宣行

茨城県土浦市中村南６－５－３５
管工事建設工事

1010701015344

1030852ミツビシデンキ

三菱電機(株) 関越支社
　(1947)048-600-5771支社長 高野則弘

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(1546) 　(1642)

4010001008772

1030073ミツビシデンキビルテクノサービス

三菱電機ビルテクノサービス(株) 関越支社
　(1627)048-650-1005支社長 永島徹

埼玉県さいたま市大宮区仲町１－１１０
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

A　(1800) 　(1884)

5010001030412

1030222ミツビシデンキプラントエンジニアリング

三菱電機プラントエンジニアリング(株) 東日本本
部北関東営業所 　(1637)048-648-7471所長 井澤美典

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８－３
電気工事建設工事

5010501020251

1030223ミツビシデンキプラントエンジニアリング

三菱電機プラントエンジニアリング(株) 社会シス
テム営業第一部 　(1088)03-5827-6481部長 熊谷浩一

東京都台東区東上野５－２４－８
機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(1261)

5010501020251

1030594ミツビシプレシジヨン

三菱プレシジョン(株)
　(1100)03-5531-8060代表取締役 藤本聖二

東京都江東区有明３－５－７
機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

　(912)

8010601032482

1030040ミツミネデンキ

三峰電気(株) 情報通信ネットワーク事業本部
　(865)03-3453-7275本部長 湯原義徳

東京都港区芝５－１０－１４
電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(723)

3010401011641

1030566ミツミネムセン

三峰無線(株) 北関東支店
　(970)048-685-6518支店長 山川一郎

埼玉県さいたま市見沼区春岡３－５－１３
電気通信工事建設工事

9010001017216

1030898ミツワソウゴウケンセツギヨウ

三ツ和総合建設業(同) 埼玉東部営業所
A　(1186)048-740-6543所長 小林功人

埼玉県春日部市中央６－３－１１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1154) 　(973) 　(966) 　(1002)

6030005000838

1030981ミナトケンセツ

(株)ミナト建設
C　(663)048-959-1853代表取締役 湊健

埼玉県三郷市彦成２－４１２－２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

　(625) B　(653) 　(535)

8030001039110

1030630ミヤケンハウジング

宮建ハウジング(株)
B　(925)049-269-0505代表取締役 松本守

埼玉県ふじみ野市築地１－２－１３
建築工事 解体工事建設工事

　(803)

2030001056037

1030562ミヤタケンチクコウギヨウ

宮田建築工業(株)
D　(542)048-952-2056代表取締役 宮田剛

埼玉県三郷市岩野木１６５
土木工事 建築工事 大工工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

B　(706) 　(613) 　(649) 　(601)

2030001037029

1030354ミヤタサクセンコウギヨウシヨ

(有)宮田鑿泉工業所
B　(720)048-952-1343代表取締役 宮田博

埼玉県三郷市谷口７７
土木工事 管工事 さく井工事建設工事

B　(698) 　(641)

5030002049879

1030123ミヤタシヨウジ

(株)ミヤタ商事
D　(585)048-982-2755代表取締役 宮田勉

埼玉県吉川市高富１－２２－１４
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

　(576) C　(576) 　(627) 　(576)

2030001065756

1031176ミヤヂエンジニアリング

宮地エンジニアリング(株)
A　(1232)03-3639-2260代表取締役 永山弘久

東京都中央区日本橋富沢町９－１９ 住友生命日本橋富沢町ビル
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 解体工事建設工事

B　(924) 　(1396) 　(1610) 　(1209)

3010001084864
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1030346ミヤナガトソウケンセツ

(株)宮永塗装建設
　(592)048-956-3175代表取締役 宮永光成

埼玉県三郷市戸ヶ崎２－５９４－４
塗装工事建設工事

2030001037474

1031148ミヤハラスイドウコウギヨウシヨ

(有)宮原水道工業所
A　(944)048-664-5657代表取締役 根岸和弘

埼玉県さいたま市北区宮原町４－４－３０
管工事建設工事

8030002013361

1030322ミヤベゾウエンドボク

宮部造園土木(株)
B　(835)048-982-3842代表取締役 宮部政夫

埼玉県吉川市土場３６６－１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事 解体工事建設工事

　(705) B　(796) 　(864) 　(719)

5030001066041

1030538ミヤモトコウギヨウシヨ

(株)宮本工業所
　(1246)076-441-2201代表取締役 宮本芳樹

富山県富山市奥田新町１２－３
タイル･れんが･ブロック工事 機械器具設置工事建設工事

　(1156)

8230001003186

1031034ミライト

(株)ミライト 埼玉営業所
　(1559)048-887-1301営業所長 中田実

埼玉県さいたま市南区太田窪５－９－９
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1831)

2010601040251

1030585ミライトテクノロジーズ

(株)ミライト・テクノロジーズ 埼玉支店
A　(1328)048-621-5050埼玉支店長 木村公俊

埼玉県さいたま市西区指扇４０３－１
土木工事 電気通信工事建設工事

　(1529)

4120001048989

1030586ミライトテクノロジーズ

(株)ミライト・テクノロジーズ 東京支店
　(1379)03-5496-7004支店長 千田弘幸

東京都品川区西五反田２－２３－２
電気工事建設工事

4120001048989

1031112ムギシマケンセツ

(株)麦島建設 東京支店
A　(1282)03-3288-1055支店長 森田素弘

東京都千代田区五番町１０ 五番町ＫＵビル１階
建築工事建設工事

5180001009480

1030362ムサシコウハツ

ムサシ興発(株)
B　(769)048-997-2915代表取締役 鴇田耕一

埼玉県八潮市木曽根５０６
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(820) 　(723) B　(722) 　(722)

3030001036384

1030360ムサシサンギヨウキカイ

ムサシ産業機械(株)
A　(949)048-521-2156代表取締役 江原幸弘

埼玉県熊谷市見晴町２０６
管工事 機械器具設置工事 消防施設工事建設工事

　(695) 　(682)

6030001085263

1030970ムサシノコウギヨウ

ムサシノ工業(株)
C　(689)048-965-5581代表取締役 山田勲

埼玉県越谷市新川町２－１７－３
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(878) B　(697) 　(681)

4030001064871

1030427ムサシノデンセツ

武蔵野電設(株)
　(762)048-768-0248代表取締役 大塚誠

埼玉県蓮田市本町８－１６
電気工事建設工事

7030001018511

1030432ムトーセーフ

(株)ムトーセーフ
　(695)048-711-2121代表取締役 武藤正

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２２－１４
とび･土工工事 内装仕上工事 建具工事建設工事

　(716) 　(606)

3030001085266

1030926ムラカワデンキコウギヨウ

村川電気工業(株)
　(862)048-961-4141代表取締役 村川周平

埼玉県越谷市レイクタウン２－１５－２４
電気工事建設工事

9030001065774

1030754ムラモトケンセツ

村本建設(株) 埼玉営業所
A　(1559)048-646-0620所長 清水昭博

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－８０－１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1701) 　(1074) 　(1258) 　(1325)

1150001014512

1030607ムラヤマ

(株)ムラヤマ
A　(954)03-6221-0808代表取締役 矢倉俊彦

東京都江東区豊洲３－２－２４
建築工事 大工工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 内装仕上工事建設工事

　(981) 　(971) 　(1003) 　(1264)

5010001007765
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1030950ムラヤマドケン

(株)村山土建 大宮営業所
A　(1128)048-687-7225所長 木村好一

埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－１３１９－４
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

A　(1055) 　(936) A　(952) 　(837)

3110001021304

1030333メイキヨウデンキ

明協電機(株) さいたま営業所
　(1090)04-2944-6182所長 中村圭一

埼玉県所沢市東所沢和田２－３８－２
電気工事 機械器具設置工事建設工事

　(808)

1010401029215

1030334メイキヨウデンキ

明協電機(株)
　(803)03-3433-0885代表取締役 藤山勝

東京都港区芝大門２－５－８
電気通信工事建設工事

1010401029215

1030476メイコウテクノス

(株)明興テクノス 東京支店
　(1206)03-6231-0082支店長 出原和芳

東京都中央区日本橋小網町３－１７ 近仁ビル６Ｆ
電気工事 電気通信工事建設工事

　(995)

9340001004305

1030813メイセイコウギヨウ

明成工業(株)
B　(851)048-991-2459代表取締役 立沢京二

埼玉県北葛飾郡松伏町田中１－４－４
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(663) B　(775)

6030001065414

1030691メイデンエンジニアリング

(株)明電エンジニアリング 北関東支店
　(1431)048-859-7032支店長 神谷光治

埼玉県さいたま市中央区下落合４－２３－１６
電気工事建設工事

1010701028239

1030020メイデンシヤ

(株)明電舎 北関東支店
　(1842)048-711-1300支店長 藤野裕一郎

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２１－１４
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1374)

4010701009640

1030668メイデンフアシリテイサービス

明電ファシリティサービス(株)
　(1028)03-6420-7940代表取締役 椿原正浩

東京都品川区大崎２－８－１
電気工事 管工事 電気通信工事建設工事

B　(838) 　(753)

9010701009644

1031207メイワコウギヨウ

明和工業(株) 東京支社
B　(892)03-5952-7030代表 北澤真樹

東京都豊島区目白２－１－１２
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 塗装工事 水道施設工事建設工事

　(811) 　(1080) 　(745) 　(1002)

4110001007608

1031009メタウオーター

メタウォーター(株) 首都圏北部営業部
　(1389)03-6853-7337部長 丸田賢一郎

東京都千代田区神田須田町１－２５
清掃施設工事建設工事

8010401075293

1031010メタウオーター

メタウォーター(株) さいたま営業所
　(1733)048-615-0860所長 加藤裕宗

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－３８－１
電気工事 機械器具設置工事 電気通信工事 水道施設工事建設工事

　(1573) 　(1413) 　(1505)

8010401075293

1030915モトハシグミ

(株)本橋組
B　(844)04-2922-8195代表取締役 本橋源太郎

埼玉県所沢市小手指台６－２
土木工事 建築工事 ほ装工事 防水工事 解体工事建設工事

B　(921) B　(664) 　(614) 　(629)

6030001025178

1030588モトヤマケンセツ

本山建設(株) 三郷支店
A　(957)048-949-0733三郷支店長 奈良亮平

埼玉県三郷市谷口３３３－１
土木工事 管工事 ほ装工事建設工事

B　(757) A　(1007)

3011801012584

1030371モリタ

(株)モリタ
B　(823)048-689-1122代表取締役 大野智

埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１６２８－４
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 しゅんせつ工事建設工事

　(728) B　(759) B　(754) 　(618)

2030001008459

1030505モリタテツコウシヨ

(株)森田鉄工所 東京営業支店
　(769)03-5820-3090支店長 高品祥一

東京都千代田区岩本町１－８－１５
鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(917) 　(903)

8030001031554

1031173モリヘイブタイキコウ

森平舞台機構(株)
　(1206)03-3842-1621代表取締役 森健輔

東京都台東区花川戸２－１１－２
機械器具設置工事建設工事

5010501014014
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1031140モリマツコウギヨウ

森松工業(株) 東京支店
B　(868)03-5360-3551東京支店長 古池久晃

東京都新宿区新宿１－２６－６ 新宿加藤ビルディング４Ｆ
土木工事 水道施設工事建設工事

　(1353)

3200001010256

1030768モリモトグミ

(株)森本組 東京支店
A　(1424)03-6386-0150常務執行役員支店長 田中裕次郎

東京都江東区木場５－５－２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 水道施設工事建設工事

A　(1389) 　(883) 　(797) 　(1096)

7120001106637

1030082モリヤケンセツ

守屋建設(株)
A　(969)0276-46-2111代表取締役 守屋光浩

群馬県太田市新井町５１５－８
土木工事 建築工事 ほ装工事建設工事

A　(1000) A　(861)

3070001020244

1030713モリヤヤシオケンセツ

守屋八潮建設(株) 上尾支店
A　(1152)048-729-5050支店長 高橋一男

埼玉県上尾市小泉７－３０－３０
建築工事 とび･土工工事建設工事

　(919)

2030001091141

1030241ヤギコーポレーシヨン

矢木コーポレーション(株)
　(1010)026-283-7000代表取締役 矢木健一

長野県長野市真島町川合２０３６
とび･土工工事 電気工事 塗装工事 造園工事建設工事

　(866) 　(940) 　(767)

6100001003556

1030481ヤクシンデンキ

(株)躍進電気
　(947)048-572-3738代表取締役 矢嶋博和

埼玉県深谷市上柴町東４－１１－２
電気工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

　(703) 　(715)

3030001086611

1030209ヤクモゾウエン

(株)八雲造園
B　(733)048-683-3112代表取締役 三枝和男

埼玉県さいたま市見沼区染谷１－２１１
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(691) B　(691) 　(893)

9030001008527

1030339ヤクワ

(株)ヤクワ
D　(473)04-7154-3989代表取締役 八鍬誠

千葉県流山市西深井１８０８
土木工事 とび･土工工事建設工事

　(574)

1040001038472

1031106ヤザワフエロマイト

矢澤フェロマイト(株)
　(598)048-224-3311代表取締役 矢澤龍児

埼玉県川口市本町３－７－１
電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

B　(686) 　(799) 　(613)

1030001077579

1031172ヤシオ

(有)八潮
　(761)048-996-0209代表取締役 小宮清秀

埼玉県八潮市浮塚２２９
とび･土工工事 塗装工事建設工事

　(688)

4030002048007

1031199ヤシオゾウエン

八潮造園(株)
C　(686)048-996-8052代表取締役 小野寺馨

埼玉県八潮市鶴ヶ曽根２８８
土木工事 とび･土工工事 造園工事建設工事

　(716) 　(770)

1030001036411

1030834ヤジマケンセツ

矢島建設(株)
B　(868)048-976-1008代表取締役 矢島壽夫

埼玉県越谷市袋山１９５９
土木工事 建築工事 管工事 ほ装工事 解体工事建設工事

C　(664) C　(664) A　(869) 　(669)

4030001064905

1030925ヤシマサービス

(株)八洲サービス
　(926)048-253-6152代表取締役 引間勇

埼玉県川口市中青木５－１１－２
電気工事 管工事 電気通信工事 消防施設工事建設工事

B　(758) 　(776) 　(732)

1030001077570

1030211ヤシマシスイ

(株)八洲試錐
　(742)042-576-1421代表取締役 長橋健二

東京都国立市東１－１－３
さく井工事建設工事

5012401004078

1030352ヤシマデンギヨウシヤ

(株)八洲電業社 川口支店
　(1081)048-252-7570支店長 山田敏明

埼玉県川口市中青木５－１１－２
電気工事建設工事

9030001008535

1030484ヤダコウギヨウ

矢田工業(株)
B　(933)024-972-2811代表取締役 成田正樹

福島県郡山市西田町鬼生田阿広木１
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(911) 　(1261) 　(914) 　(911)

6380001006829
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1030030ヤチヨデンセツコウギヨウ

八千代電設工業(株) 東京支店
　(1363)03-3472-1161取締役常務執行役員支店長 大江武志

東京都品川区北品川１－９－２
電気工事建設工事

5120001077582

1030045ヤノクチジコウ

矢野口自工(株)
D　(494)03-3799-5861代表取締役 矢野口智一

東京都大田区城南島４－５－８
土木工事 とび･土工工事 しゅんせつ工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(609) 　(572) 　(534) 　(523)

1010801012043

1030864ヤマイチシヨウジ

(株)山一商事
　(722)049-220-1000代表取締役 松本大輔

埼玉県川越市下赤坂１８１２
解体工事建設工事

7011601007005

1030610ヤマイチタイイクシセツ

山一体育施設(株)
B　(872)042-361-4060代表取締役 八子恭一

東京都府中市是政３－３９－２
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(882) B　(693) 　(685)

9012401007085

1030167ヤマザキカンコウ

(株)山崎管工
C　(681)048-955-3449代表取締役 山崎伸幸

埼玉県三郷市鷹野２－２２１
土木工事 管工事建設工事

C　(582)

7030001037081

1030596ヤマザキケンセツ

山崎建設(株)
A　(1007)048-964-3354代表取締役 山崎守

埼玉県越谷市越ヶ谷２－８－１２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

B　(795) 　(695) A　(882) 　(695)

1030001064924

1040032ヤマシタコウムテン

(株)山下工務店
B　(784)048-964-5911代表取締役 山下良雄

埼玉県越谷市花田２－２５－１５
建築工事建設工事

7030001064927

1030185ヤマト

(株)ヤマト 埼玉支店
A　(1261)048-757-1110執行役員支店長 原哲也

埼玉県さいたま市岩槻区西原台１－１－１０
土木工事 電気工事 管工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1358) A　(1592) 　(1218) 　(1270)

5070001001977

1030439ヤマトイズミテクノス

(株)ヤマト・イズミテクノス
　(1071)049-261-3208代表取締役 片沼聡

埼玉県ふじみ野市西原１－５－１７
電気工事建設工事

2030001058165

1030525ヤマノベケンセツ

(株)山野辺建設 吉川営業所
B　(907)048-981-9121所長 山野辺節子

埼玉県吉川市保１－８－３
建築工事建設工事

5040001037157

1030526ヤマノベケンセツ

(株)山野辺建設
B　(726)047-344-4895代表取締役 山野辺孝夫

千葉県松戸市二ツ木１４２３
土木工事建設工事

5040001037157

1030806ヤマハサウンドシステム

ヤマハサウンドシステム(株)
　(1139)03-5652-3600代表取締役 武田信次郎

東京都中央区日本橋箱崎町４１－１２
電気通信工事建設工事

3010001027922

1031129ヤンマーエネルギーシステム

ヤンマーエネルギーシステム(株) 東京支社
　(1337)03-6733-4220取締役支社長 尾形宏仲

東京都千代田区外神田４－１４－１
電気工事 管工事 機械器具設置工事建設工事

A　(1232) 　(1252)

7120001103691

1030415ユアサデンチサービスハンバイ

ユアサ電池サービス販売(株)
　(620)048-461-4155代表取締役 佐藤嘉友

埼玉県朝霞市栄町４－１－１６
電気工事建設工事

3030001046887

1030103ユアテツク

(株)ユアテック 関東営業所
　(1872)048-647-4571所長 鈴木正宏

埼玉県さいたま市大宮区北袋町２－６４－１
電気工事 管工事建設工事

A　(1565)

4370001006286

1031041ユーアイケンセツ

(株)ユーアイ建設
B　(821)048-620-5753代表取締役 山本毅

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－５７８－９
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(660) B　(792)

2030001008698



77頁　　：

業者名
所在地

業種5業種4業種3業種2

役職 代表者名 格付1　評点（客観）電話番号

業者番号 業種1

入札参加資格者名簿

得意コード1 得意コード2 得意コード3 得意コード4 得意コード5

格付2　評点（客観） 格付3　評点（客観） 格付4　評点（客観） 格付5　評点（客観）

法人番号

1030347ユウエイヴイシステム

(株)ユウ・エイヴィシステム
　(519)048-667-8883代表取締役 中田義和

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２６０－１０
電気工事 内装仕上工事 電気通信工事建設工事

　(551) 　(603)

3030001008697

1030423ユーキケンコウ

(株)ユーキ建工
B　(735)048-288-8080代表取締役 齋藤寧志

埼玉県川口市安行吉岡立ノ崎１５６０－１
土木工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 水道施設工事建設工事

C　(627) 　(661) 　(617)

8030001079750

1030557ユウケンセツ

(株)裕建設
B　(781)048-718-2244代表取締役 川端秀範

埼玉県春日部市永沼２１５－１
土木工事 建築工事 ほ装工事 解体工事建設工事

D　(572) B　(695) 　(629)

3030001053405

1030340ユーコー

(有)ユーコー
B　(796)049-225-2294代表取締役 遊佐昭則

埼玉県川越市仙波町１－１０－５
管工事建設工事

2030002075481

1030591ユウシン

(有)友伸
D　(429)048-969-5770代表取締役 中村正弘

埼玉県越谷市南越谷５－５－１１ レクセルグランデ新越谷４０２
土木工事 とび･土工工事 水道施設工事建設工事

　(467) 　(478)

1030002091570

1030657ユーデイケー

(株)ユーディケー
A　(1203)048-829-2911代表取締役 関根信次

埼玉県さいたま市浦和区岸町５－７－１１
土木工事 建築工事 とび･土工工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1155) 　(850) 　(955) 　(1000)

3030001010785

1030577ユーテツク

(株)ユーテック
　(778)048-621-2111代表取締役 細田英明

埼玉県さいたま市西区三橋５－１８３４－１
電気工事 電気通信工事建設工事

　(627)

6030001008711

1030811ユウデンシヤ

(株)有電社 東京支店
　(1121)03-5332-8635支店長 岡潤

東京都新宿区西新宿７－７－３０
電気工事 管工事 機械器具設置工事 電気通信工事建設工事

B　(878) 　(792) 　(1100)

1011001023797

1030888ユウデンシヤ

(株)雄電社 北関東支店
　(1483)048-839-7931支店長 萩原正

埼玉県さいたま市南区別所３－５－１２ ＷＡＤＡ１９ビル２０２
電気工事建設工事

4010701009970

1030565ユニアテツク

(株)ＵＮＩＡＴＥＱ
D　(531)048-242-3939代表取締役 松坂陽子

埼玉県川口市東川口１－８－７
土木工事 電気工事 機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(741) 　(655) 　(561)

7011801022209

1030640ユニオンケンセツ

ユニオン建設(株) 大宮支店
A　(1632)048-872-0199取締役支店長 下喜巳男

埼玉県さいたま市桜区西堀１－１１－３９
土木工事 とび･土工工事 鋼構造物工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(1295) 　(1230) A　(1132) 　(1176)

5013201006108

1031175ユニテイー

(株)ユニティー
　(603)048-871-9757代表取締役 篠原大嗣

埼玉県桶川市坂田５４８－３
屋根工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(539) 　(496) 　(525)

5030001102845

1030506ユミキデンセツシヤ

(株)弓木電設社
B　(808)0480-92-0067代表取締役 弓木裕一

埼玉県白岡市小久喜１１６１－３
土木工事 電気工事 管工事建設工事

　(952) B　(871)

7030001031068

1030522ヨコイデンキコウギヨウ

横井電気工業(株)
B　(702)0480-52-0771代表取締役 横井潤

埼玉県久喜市栗橋中央２－１９－２９
土木工事 電気工事 管工事建設工事

　(892) B　(859)

4030001031343

1030250ヨコオケンセツ

横尾建設(株)
A　(1052)0495-21-1212代表取締役 横尾巧

埼玉県本庄市小島６－１１－６７
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(823) 　(819)

3030001060450

1031045ヨコガワソリユーシヨンサービス

横河ソリューションサービス(株) さいたま支店
　(1541)048-664-0836支店長 星野靖生

埼玉県さいたま市北区宮原町１－３１１－１
電気工事建設工事

2012401013379
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1031046ヨコガワソリユーシヨンサービス

横河ソリューションサービス(株) 環境システム本
部 　(1174)0422-52-6381本部長 北村剛

東京都武蔵野市中町２－９－３２
機械器具設置工事 電気通信工事 水道施設工事建設工事

　(1366) 　(909)

2012401013379

1031177ヨコガワブリツジ

(株)横河ブリッジ
　(1770)047-435-6470代表取締役 高田和彦

千葉県船橋市山野町２７
鋼構造物工事建設工事

6040001022645

1030003ヨコザワケンセツ

横沢建設(株)
A　(978)042-366-3755代表取締役 奥浩一

東京都府中市府中町１－１６－４
建築工事建設工事

6012401001792

1040022ヨコタセツビコウギヨウ

横田設備工業(株) 埼玉支店
C　(622)048-479-9404支店長 高坂幸子

埼玉県新座市片山１－１５－３１
土木工事 とび･土工工事 石工事 管工事 水道施設工事建設工事

　(653) 　(627) B　(875) 　(638)

2011601007216

1030452ヨコハマエンジニアリング

横浜エンジニアリング(株)
C　(622)045-664-3414代表取締役 草島豊

神奈川県横浜市中区万代町１－２－１２
土木工事 建築工事 とび･土工工事 塗装工事 解体工事建設工事

C　(642) 　(695) 　(622) 　(880)

7020001016301

1030884ヨコハマトクシユセンパク

横浜特殊船舶(株)
　(790)045-662-5459代表取締役 並木則夫

神奈川県横浜市中区長者町４－９－８
とび･土工工事 機械器具設置工事建設工事

　(793)

3020001029521

1030458ヨコミゾトソウ

横溝塗装(株)
　(839)049-263-6552代表取締役 横溝秀成

埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡３－５－１７
塗装工事 防水工事 内装仕上工事建設工事

　(776) 　(637)

6030001056248

1030755ヨコヤマエンゲイ

(株)横山園芸
C　(685)048-296-1989代表取締役 横山浩行

埼玉県川口市安行原２３０６
土木工事 とび･土工工事 石工事 ほ装工事 造園工事建設工事

　(665) 　(665) B　(665) 　(815)

1030001077736

1030469ヨシザワケンセツ

吉沢建設(株)
B　(707)04-2964-6221代表取締役 吉沢誠十

埼玉県入間市東町１－１－３
土木工事 建築工事 ほ装工事 解体工事建設工事

B　(928) C　(632) 　(800)

4030001027374

1031003ヨシダコウキ

吉田工機(株) 関東支店
　(1064)048-778-7510支店長 田中大文

埼玉県さいたま市北区宮原町２－１８－１５ リラ第１ビル３Ｆ－
Ｂ

鋼構造物工事 機械器具設置工事建設工事

　(1054)

8180001007671

1030291ヨシマツ

(株)良松
C　(630)048-666-1200代表取締役 松本充弘

埼玉県さいたま市北区東大成町１－４６０
土木工事 管工事建設工事

B　(749)

9030001008824

1030503ヨリイケンセツ

寄居建設(株)
B　(879)048-581-1211代表取締役 高田徹

埼玉県大里郡寄居町寄居２６６－１
土木工事 建築工事 ほ装工事 水道施設工事 解体工事建設工事

A　(1113) B　(820) 　(827) 　(740)

2030001085985

1030838ヨンデンコウ

(株)四電工 東京本部
　(1735)03-3434-3888常務取締役本部長 柳川賀久

東京都港区浜松町１－１８－１６
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1299)

7470001004244

1040008ライトコウギヨウ

ライト工業(株) 関東防災統括支店
A　(1493)042-519-3296執行役員支店長 佐藤秀朗

東京都立川市曙町２－４－３ ＴＩＳビル８Ｆ
土木工事 とび･土工工事建設工事

　(1804)

7010001008811

1030728ラインキカクコウギヨウ

ライン企画工業(株)
B　(701)048-853-3005代表取締役 杉本利孝

埼玉県さいたま市中央区上峰３－１３－２４
土木工事 とび･土工工事 電気工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(952) 　(686) B　(774) 　(977)

7030001008909

1030857ラサシヨウジ

ラサ商事(株)
　(1117)03-3668-8231代表取締役 井村周一

東京都中央区日本橋蛎殻町１－１１－５ ＲＡＳＡ日本橋ビルデイ
ング

機械器具設置工事建設工事

7010001060127
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1030583リードガイロトウ

(株)リード街路灯
　(781)048-526-5984代表取締役 溝田義信

埼玉県熊谷市中奈良９２８
電気工事建設工事

8030001085352

1031191リガーレ

(株)リガーレ
　(835)048-620-7355代表取締役 生田光洋

埼玉県さいたま市西区指扇４０３－１
電気工事 電気通信工事建設工事

　(1072)

6030001011673

1030733リコージヤパン

リコージャパン(株) 埼玉支社
　(1367)048-664-4331支社長 平井直樹

埼玉県さいたま市北区宮原町２－４５－１
電気通信工事建設工事

1010001110829

1030125リスイカガク

理水化学(株) 埼玉営業所
　(1116)048-711-5003所長 竹村洋平

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－１１－１２ ＮＪ５ビル
機械器具設置工事 水道施設工事建設工事

　(1157)

4120001071999

1030179リツシヨー

(株)リッショー
C　(640)048-871-5752代表取締役 立田要

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－６
管工事建設工事

9030001037930

1030201リビング

(株)リビング
C　(619)048-960-0141代表取締役 押田和夫

埼玉県三郷市彦成２－２０５
土木工事 管工事建設工事

B　(759)

1030001037104

1030245リビングストン

(株)リビングストン
B　(708)048-625-3151代表取締役 関根学

埼玉県さいたま市西区宝来１４２５－１
管工事建設工事

9030001009062

1030901リヨウサンケンセツコウギヨウ

(株)良三建設工業
B　(789)048-853-9088代表取締役 二宮良文

埼玉県さいたま市桜区栄和４－１２－４
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 塗装工事建設工事

　(697) C　(663) B　(726) 　(596)

4030001009018

1040036リヨウデンエレベータシセツ

菱電エレベータ施設(株) リフト事業本部
　(1230)03-3235-9242取締役リフト事業本部長 鈴木康仁

東京都新宿区市谷砂土原町２－４
機械器具設置工事建設工事

3011101022747

1031039リヨウネツ

(株)菱熱 東京支社
A　(1417)03-3454-2970取締役支社長 川尻教明

東京都港区三田１－４－２８ 三田国際ビル１２階
管工事建設工事

3290001017474

1030398リワークスジヤパン

(有)リ・ワークスジャパン
D　(506)04-2968-5874代表取締役 肥田野純一

埼玉県狭山市掘兼２４７７－８
土木工事 とび･土工工事 塗装工事 解体工事建設工事

　(667) 　(513) 　(723)

5030002037371

1031018ワークコウギヨウ

(株)ワーク衡業
　(702)03-3679-0086代表取締役 山口精一

東京都江戸川区鹿骨１－６－８
機械器具設置工事建設工事

6011701009744

1030656ワイズ

(株)ｙ’ｓ
C　(679)048-973-1724代表取締役 伊部善貴

埼玉県越谷市東大沢２‐２５‐１
土木工事 鋼構造物工事 塗装工事 防水工事 解体工事建設工事

　(512) 　(689) 　(516) 　(512)

1030001102304

1030403ワイズギケン

(株)ワイズ技研
B　(716)03-3468-7786代表取締役 北田諭史

東京都渋谷区西原３－２０－３
土木工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

C　(587) 　(572)

4011001024322

1030152ワカチクケンセツ

若築建設(株) 東京支店
A　(1670)03-3492-0864取締役専務執行役員支店長 石井一己

東京都目黒区下目黒２－２３－１８
土木工事 とび･土工工事 しゅんせつ工事 水道施設工事 解体工事建設工事

　(1121) 　(1385) 　(1111) 　(1076)

6290801012011

1030988ワカバドウロ

(株)若葉道路
C　(681)048-958-9351代表取締役 小林大作

埼玉県三郷市半田五反田１５５
土木工事 とび･土工工事 解体工事建設工事

　(578) 　(508)

7030001038823
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1030819ワキヤコウギヨウ

和喜屋工業(株)
C　(631)04-2948-5500代表取締役 脇谷義央

埼玉県所沢市小手指南６－１０－３
建築工事 塗装工事 防水工事建設工事

　(666) 　(720)

1030001025348

1031228ワコウケンセツ

和光建設(株) 三郷支店
A　(1108)048-954-9338支店長 昇和則

埼玉県三郷市栄１－１７６
土木工事 建築工事 とび･土工工事 ほ装工事 解体工事建設工事

A　(1169) 　(873) A　(897) 　(989)

9030001008907

1030910ワコウタイイクシセツ

和宏体育施設(株)
B　(740)03-5431-3611代表取締役 吉木伸彦

東京都世田谷区駒沢３－１９－１８
土木工事 とび･土工工事 ほ装工事建設工事

　(928) B　(748)

9010901015624

1030616ワタナベグミ

(株)渡邉組
A　(1085)048-858-1904代表取締役 渡邉勝

埼玉県さいたま市桜区下大久保９９４
土木工事 とび･土工工事 管工事 ほ装工事 水道施設工事建設工事

　(747) A　(1021) B　(804) 　(813)

1030001008864

1030904ワタナベケンセツ

渡辺建設(株)
B　(900)048-575-2200代表取締役 栗原行雄

埼玉県深谷市東大沼３０７－１
土木工事 建築工事 ほ装工事 防水工事 解体工事建設工事

B　(890) B　(778) 　(688) 　(688)

3030001086652

1031218ワラビカンキヨウコウエイシヤ

(株)蕨環境公栄社
D　(572)048-444-8867代表取締役 本田賢

埼玉県蕨市北町３－４－５
土木工事 造園工事建設工事

　(586)

8030001021258


