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電子入札システムの利用者登録における「業者番号」及び「商号又は名称」について 

 

 電子入札システム利用者登録に当たっては、「業者番号」及び「商号又は名称」の入力が必要と

なります。「業者番号」及び「商号又は名称」の入力については以下をご確認の上、利用者登録手

続を進めていただきますようお願いします。 

 

 

１： 工事又はコンサルの場合 

３ページ以降に掲載している『電子入札システムの利用者登録における「業者番号」及び「商

号又は名称」について』に「業者番号」及び「商号又は名称」を掲載していますので、当該情報

をそのまま入力し、利用者登録手続を行ってください。 

上記には、当社における平成 29・30 年度以降の競争参加資格審査に申請し、資格の認定を

受けた方の情報を五十音順で掲載しています。上記に掲載されていない場合は、別途、競争参加

資格審査に申請し、競争参加資格の認定を受ける必要があります。 

 

※入力後、「資格審査情報が登録されていません」と表示され次画面へ進めない場合、入力内容

に誤りがあるか、「株式会社」/「（株）」の入力などに相違がある場合があります。 

「株式会社」「有限会社」等の法人形態は、それぞれ「（株）」「（有）」等の略称表記で入力して

ください。（全角 1 文字の「㈱」「㈲」等の文字、半角文字及び記号は使用できません。） 

【例】本州四国連絡高速道路（株） ←括弧も全角で入力してください。 

 

 

２： 物品・役務の場合 

以下の手順により業者番号の発行を受けた後、利用者登録を行ってください。 

 

① 登録情報の連絡 

入札広告等に記載している契約担当部署の問い合わせ先メールアドレス宛に、電子入札シス

テムの利用者登録を希望する旨、電子メールにてご連絡ください。 

メール本文には以下の情報（本店情報）を記載するとともに、証拠書類として、過去 3 ヶ月

以内に発行された下記 a)・b）いずれかの書類の写しを添付してください。 

 

＜メール本文に記載する情報＞ 

 ・業者名            （例）本州四国連絡高速道路株式会社 

 ・業者名カナ          （例）ホンシュウシコクレンラクコウソクドウロ 

 ・代表者職名          （例）代表取締役社長 

 ・代表者名           （例）本四 太郎 

 ・本店郵便番号         （例）651-0088 

 ・本店住所       （例）神戸市中央区小野柄通 4-1-22 

 ・本店代表電話番号   （例）078-999-9999 
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＜メールに添付する書類＞ 

a）現在事項証明書又は履歴事項証明書の写し 

b）納税証明書（国税通則法施行規則別表第 9 号様式（その 3、その 3 の 2 又はその 3

の 3 のいずれか））の写し 

 

② メール送信後、下記問合せ先まで電話連絡をお願いします。 

③ 上記情報及び証拠書類に基づき、当社において内容確認後、利用者登録に必要となる電子

入札用業者番号（９桁）を発行し、電子メールにより通知します。 

④ ③の通知を受けた後、電子入札システムにログインし、利用者登録を行ってください。 

 

 

【お問い合わせ先】 

本社（経理部 会計契約課） 

E-mail： 

  電話番号：078-291-1035 FAX：078-291-0026 

 

神戸管理センター  

E-mail： 

  電話番号：078-709-0084 FAX：078-709-1427 

 

鳴門管理センター  

E-mail： 

  電話番号：088-687-2166 FAX：088-687-2184 

 

岡山管理センター  

E-mail： 

  電話番号：086-483-1100 FAX：086-483-0381 

 

坂出管理センター  

E-mail： 

  電話番号：0877-45-5511 FAX：0877-45-3838 

 

しまなみ尾道管理センター  

E-mail： 

  電話番号：0848-44-3700 FAX：0848-44-7609 

 

しまなみ今治管理センター  

E-mail： 

  電話番号：0898-23-7250 FAX：0898-23-8708 



　　 業者番号
（電子入札システム
利用者登録用業者番号）

商号又は名称 住所（本社所在地） 代表者名

006572001 （株）アーヴェルクリエイト 福岡市早良区原３－１８－４０ 川原　司

000001001 （株）アーキクルー 藤沢市９－１１－２０２号エムエムビル 出口　修一

000002001 （有）アーキコンプレックス 中央区日本橋小伝馬町９－６小伝馬町松村ビル４Ｆ 廣瀬　大祐

000003001 （株）アーキジオ 高岡市西藤平蔵５８１ 津嶋　劍星

000004001 （株）アーキテクトウイング設計事務所 名古屋市瑞穂区洲雲町２－１４ 山田　基弘

000005001 アーキテック（株） 高知市一宮２７３２－７ 鎌倉　正典

006706001 （株）Ａｒｃｈ５ 千代田区外神田　２－４－１ 小俣　光一

000006001 アアキ前田（株） 那覇市首里平良町１－２９－８ライオンズマンション首里１０２ 前田　慎

000007001 アーク（株） 宇治市木幡熊小路４３－５５ 鈴山　みどり

006659001 （株）アークコンサルタント 津山市中北上１６４６ 峪田　壽和

000008001 （株）アーク・ジオ・サポート 渋谷区本町２－１８－１４ 池田　克彦

000009001 （株）アアク設計 宝塚市野上１－２－７ 畑　淳一

006771001 （株）アークテクノ 高松市飯田町１１２６－３ 高木　俊幸

006194001 （株）アーサ 福井市和田２－２１１３ 櫻川　幸親

006163001 （株）アース・アナライザー 綾部市渕垣町蛭子谷２７－１ 荒木　寿徳

000010001 （株）アース開発コンサルタント 呉市郷原町７１４０－１ 飯川　松義

000011001 （株）アースクレア 美作市湯郷３８７－１ 芳野　徳昭

000012001 アース工業（株） 広島市佐伯区五月が丘５－３－１３ 有永　浩之

000013001 （株）アース・コンサル 徳島市国府町南岩延６５８－１ 湯浅　浩司

000014001 （株）アースコンサルタント 松山市平井町甲２２９３－３ 二神　久士

006038001 （株）アースシフト 静岡市葵区山崎２－１４－７ 近藤　隆智

000015001 （有）アース探査 那覇市鏡原町２１－９ 瑞慶覧　哲己

000016001 アーステクノ（株） 堺市中区深井清水町３７６１ 國下　憲男

006584001 アーステック（株） 枚方市中宮西之町４－２２ 河本　哲久

000017001 （株）アーステック東洋 京都市伏見区醍醐西大路町４４－３２ 中井　卓巳

006494001 （株）アースロック 伊勢原市小稲葉７９０ 外谷　正人

000018001 アートエンジニアリング（株） 港区六本木７－３－７ 小林　宏

005610001 （有）アート建装 倉敷市新倉敷駅前３－１０８－２ 清水　めぐみ

000019001 （株）アートコーポレーション 岡山市南区大福９０８－３ 金丸　政計

005930001 アーパス技研工業（株） 中央区日本橋小舟町４－４ 児玉　宏寿

000020001 （株）アーバンクリエイト 川西市久代１－２３－１６ 玉利　正人

000021001 アーバンクリエイト（株） 南あわじ市倭文庄田９４０ 片山　恭宏

000022001 （株）アーバン設計 郡山市大槻町字御前東４６－２６ 高橋　晃一

000023001 （株）アーバン設計 佐賀市鍋島町大字森田５１１－１ 武富　龍馬

003780001 アーバンテクノ（株） 福岡市中央区薬院３－１３－２３ 武富　龍馬

000024001 （株）アーバンデザインコンサルタント 新宿区新宿１－２６－９ 望月　英彦

000025001 （株）アーバントラフィックエンジニアリング 新宿区四谷１－２０ 鈴木　弘幸

000026001 （株）アーバンパイオニア設計 大阪市北区末広町３－３ 森川　勝仁

001319001 （株）アーバンプラン 久留米市津福今町４０４－２２４ 野中　裕充

006136001 （株）アーバン・プロジェクト 徳島市助任本町５－５０ 神木　元義

000027001 アールイープラス（株） 大阪市淀川区宮原１－１７－３０ 田中　宏和

006185001 アールイーマネジメント（株） 大阪市中央区淡路町３－２－８　トーア紡第２ビル７階 田中　孝明

000028001 （株）アールエコ 岡山市南区妹尾３２７３－３ 八田　富夫

000029001 （株）アール・エス 御坊市湯川町小松原６２８－１ 稲垣　礼子

006269001 （株）ＲＳＫサービス 岡山市北区丸の内２－１－１０　丸の内ヒルズ　６Ｆ 池田　光司

005919001 アールシーアイ（株） 港区芝公園２－４－１芝パークビルＢ館１１階 森田　佳祐

000030001 アールテックコンサルタント（株） 江東区枝川２－１３－１ 下田　雅樹

000031001 （株）ＩＨＩインフラ建設 江東区東陽７－１－１ 森内　昭

000032001 （株）ＩＨＩインフラシステム 堺市堺区大浜西町３ 上田　和哉

003748001 （株）ＩＨＩ原動機 千代田区外神田２－１４－５ 赤松　真生

005710001 ＩＨＩプラント建設（株） 江東区豊洲３－１－１ 大澤　祐介

005617001 （株）アイ・エス・エス 港区南麻布５－２－３２興和広尾ビル２階 丸山　明

000033001 アイエス建設（株） 高砂市中筋１－６－１７ 松本　さと子

006407001 （有）アイエムジー 今治市中堀４－７－７ 岡田　章

000034001 アイエン工業（株） 今治市波止浜赤崎６－１１３ 山下　峰彦

005500001 （株）アイエンジ 大阪市東成区深江北２－１－３ 成房　繁則

000035001 ｉエンジニアリング（株） 野田市七光台３４１－１３ 木村　大吾

004413001 相生エンジニアリング（株） 広島市西区小河内町２－１－６ 森脇　克彦

000036001 （株）アイガー産業 大田区田園調布２－２８－３ 藤井　徳昭

005951001 アイガーデン（有） 大阪市生野区桃谷５－４－２ 佐竹　佑起

000037001 （株）アイカコーポレーション 岡山市北区平野５９５－１ 蜂谷　由里子

000038001 （株）愛河調査設計 名古屋市南区本地通６－８－１ 山本　成竜

000039001 （株）愛亀 松山市南江戸２－６６０－１ 西山　周

「工事、コンサル」に係る電子入札システムの利用者登録において、「業者番号」及び「商号又は名称」を入力する際
は、以下の一覧表から自社の「業者番号」及び「商号又は名称」を確認後、当該情報をそのまま入力し、利用者登録手続
を行ってください。

電子入札システムの利用者登録における「業者番号」及び「商号又は名称」について
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　　 業者番号
（電子入札システム
利用者登録用業者番号）

商号又は名称 住所（本社所在地） 代表者名

000040001 （株）愛橋 松山市南高井町７５８ 二宮　俊彦

000041001 アイケイマーキング（株） 長野市真島町川合２０３６ 山本　幸一

000042001 ＩＫロード（株） 河内長野市自由ケ丘１－２－５０４ 市橋　法幸

000043001 （株）愛光建設 堺市堺区寺地町西２－１－１８ 大森　佳都子

000044001 （株）アイコン 姫路市飾磨区都倉１－１０３ 森本　幸雄

000045001 （株）相澤建築設計事務所 つくば市森の里１１６９－２ 相澤　晴夫

000046001 アイサワ工業（株） 岡山市北区表町１－５－１ 逢澤　寛人

005750001 ＩＣＭ（株） 熊本市北区清水万石３－３－３８ 谷　哲朗

005815001 ＩＧ森正（株） 四條畷市岡山東３－４－１０ 小寺　正男

006142001 （株）アイジエツク 大阪市北区東天満２－６－７ 小椋　一己

000047001 （株）愛植物設計事務所 千代田区神田猿楽町２－４－１１ 趙　賢一

000048001 アイシン開発（株） 刈谷市相生町３－３ 金田　芳彦

000049001 愛新電工（株） 宇和島市川内甲１０１３－５ 及川　満明

000050001 （株）あい設計 広島市東区上大須賀町１０－１６ 清水　慶典

006309001 愛知（株） 名古屋市東区筒井３－２７－２５ 島本　迪彦

000051001 （株）愛知シンコー 名古屋市南区三条二丁目１５番２５号 平田　一男

000052001 愛知時計電機（株） 名古屋市熱田区千年１－２－７０ 星加　俊之

000053001 会津土建（株） 会津若松市追手町５－３６ 菅家　洋一

000054001 （株）アイ・ディー・エー 高崎市倉賀野町４２２１－１３ 今井　久登

006187001 （一社）ＩＴＣ非破壊検査機構 糟屋郡志免町別府１－２１－１１ 山中　好雄

000056001 （株）アイテクノ 大阪市淀川区西中島６－７－８ 吉田　照夫

000057001 アイテック（株） 大阪市北区梅田３－３－１０ 前田　幸治

000058001 アイテック（株） 大阪市東淀川区菅原２－７－１２ 高橋　勇

000059001 アイテック関西（株） 大阪市鶴見区横堤１－６－４５ 北村　法也

005937001 （有）アイテックス工業 長崎市三和町１１８ 池田　英典

005659001 アイテレコムサービス（株） 広島市西区己斐本町３－１１－６ 増西　伸治

000060001 アイ電気通信（株） 大阪市鶴見区横堤１－６－４５ 重松　雅男

005859001 アイ電子工業（株） 鹿児島市武岡５－５１－２５ 山元　章義

006004001 （株）アイド 神戸市東灘区深江南町３－８－２３ 井上　慶子

000061001 （株）愛徳電工 西条市下島山甲１１８２－３ 工藤　康

000062001 （株）アイネス 栗東市目川５８０－２０ 金子　真也

000063001 （株）アイネット 松本市征矢野１－５－４６ 中越　慎介

000064001 アイ・ビー・テクノス（株） 世田谷区代田３－３６－３ 金子　清貴

006344001 （株）アイピー２１ 千代田区神田神保町１－２０ 板橋　邦浩

006376001 アイピー・パワーシステムズ（株） 港区芝浦３－１６－２０ 河原　功一

000065001 （株）アイプラス設計事務所 大阪市中央区常盤町１－４－１２ 米田　啓一

006692001 （株）アイプランニング 京都市伏見区醍醐御陵西裏町２３ 石井　聡

000066001 （株）アイム 尼崎市上ノ島町２－２－２２ 岩本　弘済

000067001 アイム電機工業（株） 北九州市八幡西区黒崎城石３－４ 小野　隆二郎

000068001 アイランドグリーン（有） 熊本市西区島崎２－４－１９ 渡辺　英雄

006689001 ｉｒｉｅ（株） 秋田市仁井田字中新田２３３－１ 北嶋　洋一

000069001 アイレック技建（株） 台東区雷門一丁目４番４号 飯田　敏昭

000070001 アイワ産業（株） 広島市安佐北区小河原町５１２－１ 布元　成治

000071001 相和システム（株） 箕面市桜１－１－６ 芳村　史佳

000072001 （株）アイワック 広島市南区宇品御幸１－１１ー１８ 鶴山　博

000073001 相和電気工業（株） 大阪市北区東天満１－５－１７ 佐茂　英昭

000074001 愛和電設（株） 松山市萱町５－４－３ 黒田　直

000075001 （株）葵エンジニアリング 名古屋市中村区佐古前町２２－６ 角田　安史

000076001 （株）青井建設 松山市北梅本町甲６２７番地４ 青井　宗基

006520001 葵造園（有） 岡崎市大樹寺３丁目１２番地１１ 石川　友久

000077001 （株）葵総合計画 大阪市北区芝田１－１４－８ 浅田　真広

000078001 （株）青江建工 岡山市北区青江１－７－３３ 山上　健一

000079001 （株）青江造園土木 倉敷市玉島八島９５９－５ 青江　宏之

000080001 青木あすなろ建設（株） 千代田区神田美土代町１ 辻井　靖

000081001 （株）青木組 尾道市土堂２－８－１４ 渡邊　一雄

006547001 青木組（株） 加古川市野口町坂元６４７ 青木　広幸

000082001 青木電気工業（株） 松山市和泉北二丁目１４番２２号 青木　俊雄

005499001 （株）青木電気設計事務所 豊島区東池袋２－４５－７ 青木　英一

006201001 （株）青島裕之建築設計室 渋谷区神山町７－８ 青島　裕之

000083001 あおぞら土地家屋調査士法人 広島市中区昭和町９－２１ 多田　貴久

000084001 青野スポーツ施設（株） 守口市文園町５－１９ 青野　幸三

000085001 あおば技術コンサルタント（株） 仙台市泉区泉中央２－１６－１２ 佐藤　泰光

000086001 アオバ建設工業（株） 吹田市高野台４－３－１－１０７号 奥谷　栄次

000087001 青葉工業（株） 高松市林町４７５－１ 噂　耕司

006755001 青葉コンサルタント（株） 和歌山市美園町４－８１－１ 淡路　智

006001001 青葉造園（株） 仙台市青葉区荒巻字青葉３４１－５ 大場　竜太郎

000088001 あおみ建設（株） 千代田区外神田２－２－３ 河邊　知之

006394001 碧峰（株） 新宿区北新宿２－５－１９ 近藤　宏樹

000089001 青柳設計一級建築士事務所 神戸市西区井吹台西町１－６西神南ヒルズ６－７０３ 青柳　宏和
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000090001 （株）アカシア緑化 富田林市大字佐備２０６８－４ 東　晃嗣

000091001 （株）赤鹿建設 姫路市辻井１－１－２３ 赤鹿　竜夫

000092001 （有）明石環境開発 明石市大久保町八木６０６番地の２ 川木　智史

000093001 明石建設（株） 坂出市林田町３３３１－３ 明石　光喜

000094001 明石測量設計（株） 明石市山下町６－３ 今川　修

000095001 明石土建（株） 明石市西新町３－１－１２ 谷　吉將

000096001 （株）明屋ネットワーク 神戸市北区有野町有野字福谷口３４１０―２ 鴻上　久男

000097001 赤田工業（有） 姫路市大津区天満３０９－１２ 赤田　正二郎

006130001 （株）暁建築設計事務所 倉敷市平田２２６ 山田　曉

006396001 （株）暁設備 松山市小栗２－２－７コーポいながき１０２号 土居　暁

000098001 アカマツ（株） 松山市福音寺町２３５－１ 赤松　正教

000099001 （株）赤松建設 東かがわ市西山１３６ 赤松　靖則

000100001 赤松土建（株） 徳島市富田浜３－１３ 赤松　泰則

006461001 （株）灯産業 明石市藤が丘２－１－１９ 箸尾　公孝

000101001 あかり電気（株） 熊毛郡平生町大字竪ヶ浜８４８ー５ 藤本　幸嗣

000102001 （株）アキ・アーキテクト 渋谷区神宮前３－７－１ 秋草　達夫

000103001 アキインターナショナル（株） 板橋区成増３－３－１１－７０４号 高橋　昭雄

000104001 （株）アキエンタープライズ 枚方市牧野本町１－１－６０ 中野　彰

000105001 アキ建設（株） 福山市南手城町２－２４－１４ 藤原　誠治

000106001 （株）安芸建設コンサルタント 広島市安芸区船越南４－３－２５ 入江　久夫

000107001 （株）秋田工務店 茨木市春日５－５－４６ 秋田　典俊

000108001 秋田電話工業（株） 秋田市新屋鳥木町１－９８ 國安　法伸

000109001 秋田瀝青建設（株） 潟上市飯田川下虻川字上谷地１６１ 斉藤　豊隆

000110001 （株）秋元技術コンサルタンツ 仙台市太白区鹿野２－１０－１４ 秋元　俊通

000111001 秋山工業（株） 新居浜市東田１－甲１３００ 秋山　周三

000112001 （株）秋山測量設計 倉敷市宮前５６８ 秋山　啓嗣

000113001 （有）晃 豊岡市山王町１１－５ 田中　尚子

005818001 あきら工業（株） 新潟市西区流通センター２－２－３ 中川　崇

000114001 安芸緑化建設（株） 広島市安佐北区落合５－２９－１４－４ 谷平　博文

000115001 （株）アクア 広島市西区南観音４－４－１４ 織田　正義

000116001 アクアクリエイティブ（株） 高松市東ハゼ町１５－７ 村上　伸吾

006183001 （合）アクア建築事務所 高松市今里町１－３５６－３ 岡　宏行

006699001 （株）アクアコンサルタント 熊本市東区尾ノ上４－１７－５２ 米野　利行

000117001 アクアシステム（株） 安来市安来町４３１番地 三澤　孝志

000118001 （株）アクアシステム 広島市安佐南区祇園２－７－１９ 金井　健治

005683001 （株）アクアスペース 江東区古石場２－１４－６　アクアビル 本谷　和行

000119001 （有）アクアテック 京都市伏見区桃山羽柴長吉東町７４ 杉本　正治

000120001 （株）アクアテルス さいたま市大宮区桜木町１－１０－２ 片桐　克己

000121001 （株）アクアリンク 岡山市中区江崎７１２－３ 藤原　暁臣

000122001 （株）アクシオ 港区虎ノ門４－３－１ 樋口　嘉章

000123001 （株）アクセス 北葛城郡広陵町大字中１３９－８、１４１－４ 湯地　健一

006129001 （株）アクセス 刈谷市恩田町１－１５９－１ 赤松　光昭

000124001 （株）アクセル徳島 徳島市南前川町５－１－１ 仁志　吉宏

000125001 （株）アクタス 大阪市北区西天満５－６－１０ 高橋　正敏

000126001 （株）アクタス 岡山市北区万成東町７－４ 関　和敏

000127001 （株）アクティブ 長野市中御所４－６－１９ 楠　孝志

006641001 アクティブＧエンジニアリング（株） 神戸市東灘区御影郡家１－３５－６ 箕原　康成

000128001 （株）アクト 帯広市西二十一条南４－２１－５ 内海　洋

006082001 （株）アクト音響振動調査事務所 大阪市淀川区西中島４－６－２９ 山本　浩之

000129001 （株）アクロス 佐久市原１３８－１２ 市川　友一

000130001 （株）明地工務店 大阪市平野区瓜破４－２－２９ 明地　幸三

000131001 （株）明間ボーリング 大館市花岡町１１０ 明間　高遠

000132001 （株）アコード 大阪市西区京町堀１－１０－１４ 福留　純子

000133001 アゴラ造園（株） 練馬区高松６－２－１８ 荻野　淳司

000135001 浅岡建設（株） 山武郡九十九里町真亀１００７－１ 浅岡　まり子

006337001 安積電気通信興業（株） 郡山市安積町日出山４－１２３ 濱津　充

000136001 （株）淺川組 和歌山市小松原通３－６９ 池内　茂雄

000137001 淺川道路（株） 和歌山市小松原通３ー６９ 大野　昌哉

005947001 浅草工業（株） 台東区寿１－１９－９ 石井　勝守

000138001 浅口建設（株） 浅口市鴨方町六条院中６３１１－５ 平方　謙二

000139001 （株）浅田組 宇和島市寄松甲１５４ 浅田　春雄

000140001 （有）浅田砂利 宇和島市中沢町２－４－１９ 浅本　成浩

000141001 （株）淺沼組 大阪市浪速区湊町１－２－３マルイト難波ビル 浅沼　誠

000142001 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング 台東区北上野２－８－７ 平山　光信

000143001 （株）朝日 岡山市北区建部町福渡４８６－２ 大鳥　真幸

000144001 （株）あさひ 倉敷市新田３２６４ 田中　修

006211001 （株）旭 七尾市松百町弐部２－１ 戸田　充

000145001 朝日エティック（株） 大阪市福島区福島７－１５－２６　大阪ＹＭビル 樋口　知以

000146001 旭環境スポーツ施設（株） 高知市桟橋通４丁目１５番２３号 寺尾　誠人
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000147001 朝日管工（株） 岡山市北区今保６１番地 高谷　育司

000148001 （株）朝日機器エンジニアリング 名古屋市北区玄馬町１４９ 三浦　良友

005943001 旭技建（株） 大阪市中央区谷町５丁目６番１２号　新野村ビル３階 長尾　育将

006338001 （株）朝日組 大阪市住之江区新北島３－１－１１ 児島　直也

000149001 アサヒ建設（株） 大阪市西淀川区西島１－２－１５５ 田中　一豊

000150001 朝日建設（株） 神戸市西区伊川谷町長坂８１０－１ 岡野　佐代子

000151001 旭建設（株） 亀岡市追分町大堀３２－２ 楠原　健

000152001 旭建設（株） 日向市向江町１－２００ 黒木　繁人

000153001 （株）アサヒコア 宮崎市大字小松１０４７ 楢原　俊成

000154001 旭工榮（株） 行田市行田１３－１２ 古澤　憲雄

000155001 朝日工業（株） 大分市豊海４－３－１９ 瀬尾　直樹

000156001 アサヒ工業（株） 松江市竹矢町１３４３－１ 實重　正樹

005844001 アサヒ工業（株） 尾張旭市平子町東８６－５ 高山　瑞佳子

000157001 （株）朝日工業社 港区浜松町１－２５－７ 高須　康有

000158001 （株）旭工建 大阪市中央区南本町３－６－６ 重里　一文

006414001 （株）朝日工務店 大阪市天王寺区細工谷１－１０－１３ 植田　力子

000159001 朝日航洋（株） 江東区新木場４－７－４１ 尾暮　敏範

005605001 （株）アサヒコーポレーション 徳島市新南福島１－１－６ 田中　哲也

006056001 旭国際テクネイオン（株） 新宿区新宿１－１－１４ 深町　光宏

000160001 旭コンクリート工業（株） 中央区築地１－８－２ 清水　和久

000161001 （株）朝日コンサル 小野市本町５２－９ 竹内　敏雄

006158001 （株）アサヒコンサルタンツ つくば市酒丸４７８－３８ 久松　和美

000162001 アサヒコンサルタント（株） 鳥取市千代水４－２８ 澤　克生

000163001 （株）朝日コンサルタント 高知市種崎７８０－１ 横田　静男

000164001 旭シンクロテック（株） 港区港南２－１３－３４ 加藤　満信

000165001 （有）旭清掃社 熊本市東区上南部２－１９－１ 内田　幸一郎

000166001 朝日設計（株） 高松市郷東町７９２－１７ 山地　芳和

000167001 （株）朝日設計事務所 名古屋市名東区本郷３－１１８ 朝日　烈

000168001 （株）旭設備計画 大阪市中央区谷町４－４－１５ 遠藤　謙

000169001 旭総合コンサルタント（株） 台東区東上野１－２４－２ 内田　逸朗

000170001 朝日測量設計コンサルタント（株） 倉敷市大島４８３－５ 渡部　敦彦

000171001 （株）朝日測量設計事務所 姫路市神屋町３－４４ 山口　太一

000172001 （株）アサヒ測量設計事務所 岡山市北区建部町川口１２５０－１ 末石　憲史

000173001 旭建物管理（株） 世田谷区瀬田１－２２－１９ 渡邉　淳一

000174001 （株）アサヒ地質研究所 岡山市南区新保１１２１－２ 橋本　隆志

006703001 アサヒ地水探査（株） 渋谷区千駄ヶ谷３－４０－５ 結城　真一

000175001 旭テクノプラント（株） 倉敷市新田２４０３－１ 藤森　健

000176001 （株）アサヒテクノリサーチ 大竹市晴海２－１０－２２ 加藤　幹夫

000177001 旭鉄工（株） 三原市中之町８－２０－１８ 小崎　寿

000178001 アサヒ電機（株） 昭島市武蔵野３－１０－２ 小林　一正

000179001 朝日電気工業（株） 名古屋市中村区本陣通４－４８ 恒川　賢太

005944001 （株）朝日電機工業所 北九州市若松区桜町３－２３ 友定　哲哉

000180001 旭電業（株） 世田谷区上馬２－２７－２３ 松岡　徹

000181001 旭電業（株） 熊本市南区田迎６－１１－３ 吉村　俊彦

000182001 アサヒ道路施設（株） 岡山市中区倉田３８０番地 今井　隆

000183001 朝日塗工（株） 姫路市田寺東３－１９－６ 小田　淳

000184001 （株）朝日土質設計コンサルタント 岐阜市須賀４－１７－１６ 大橋　大輔

000185001 旭ブロック建設（株） 高知市桟橋通四丁目１５番２３号 寺尾　正生

006536001 アサヒペイント（株） 横浜市西区平沼１－２１－１７　パークノヴァ２番館１１３号室 渡辺　裕一郎

000186001 アサヒ防災工事（株） 久米郡美咲町北７６０ 結石　公裕

000187001 旭防災設備（株） 世田谷区瀬田１－２２－１９ 小池　一男

000188001 旭ボーリング（株） 北上市鬼柳町都鳥１８６－１ 高橋　和幸

000189001 あさひや建設（株） 今治市伯方町木浦甲４４１－１ 村上　広海

000190001 （有）浅見工業 神戸市垂水区下畑町字上口８２１－１ 浅見　信介

000191001 浅海設備工業（株） 今治市黄金町５丁目１番地５ 浅海　日出夫

000192001 浅海電気（株） 大阪市北区西天満３ー７ー４ 早坂　稔

000193001 （株）朝本組 津島市杁前町４丁目２２番地 朝本　和博

000194001 （株）阿讃建設 高松市林町９４０－４ 森井　隆行

000195001 （株）アジア共同設計コンサルタント 横浜市南区南太田１－４６－７ 木口　茂芳

000196001 亜細亜建設工業（株） 筑紫野市大字山家２０４５―８ 田中　丈夫

000198001 アジア航測（株） 新宿区西新宿６－１４－１　新宿グリーンタワービル 畠山　仁

000199001 （株）アジア設計 たつの市龍野町堂本２４３番の１ 前田　利之

006278001 （有）アジェンダ・ランドスケープ 大阪市西成区鶴見橋３－２－２５ 山中　和美

000200001 （株）芦野組 岡山市東区瀬戸町弓削１０４２ 芦野　暢

000201001 芦森エンジニアリング（株） 大阪市西区土佐堀１－４－８日栄ビル２階 伊藤　和良

000202001 （株）アジル 金沢市駅西新町１－２９－９ 鳥越　正樹

000203001 阿水工業（株） 阿南市新野町馬場５３－８ 中村　武友

000204001 （株）アスウェル 羽曳野市伊賀５－１－４ 黒川　洋

000205001 （株）飛鳥 中野区大和町１－１５－３ 菊川　寛治
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000206001 （株）アスカ 東大阪市荒本新町４－１３ 水掫　利宣

000207001 アスカコーポレーション（株） 越智郡上島町生名２０３９ 村上　宏哉

000208001 （株）明日香コンサルタント 広島市西区草津東２－１３－５ 守屋　正美

000209001 アスカ測量設計（株） 松戸市幸田３－１０８ 須藤　英夫

005824001 （株）飛鳥緑化建設 鳥栖市牛原町５５０－３ 天本　良光

000210001 （有）アスク設備工業 高知市仁井田４１５５－１ 水田　智司

000212001 （株）梓設計 大田区羽田旭町１０－１１ 杉谷　文彦

000213001 アステ建設（株） 神戸市灘区鹿ノ下通１－３－１５阪国ビル２Ｆ 島田　久美

000214001 （株）アステック 大阪市西区西本町２－５－１０－４１０ 茅原　勝巳

000215001 あすなろ道路（株） 札幌市中央区南１条東１－２－１　太平洋興発ビル６階 岡村　秀豊

000216001 アズビル（株） 千代田区丸の内２－７－３ 山本　清博

000217001 （株）東建商 水戸市平須町１８２８－１０４６ 平山　和明

000218001 東工業（株） 目黒区上目黒５－４－１０ 相良　綾子

000219001 （株）東産業 四日市市野田１－８－３８ 木室　浩一

006327001 アスミテクノ（株） 福岡市博多区金の隈２丁目１７番４３号 村上　宜隆

005675001 （株）アスリート 京都市伏見区向島二ノ丸町３３０―３３ 寺田　信司

000220001 （株）アスリード 気仙沼市大浦１９５－２ 田村　英樹

000221001 アセス（株） 津山市中北上１７３１－２ 松永　誠

000222001 （株）アセント 港区芝浦４－１６－２３ 木越　健二

000223001 足立工業（株） 名古屋市中村区名駅南三丁目７番７号 足立　満

000224001 （株）アップス 日向市大字財光寺３７７－１ 山下　昭良

000225001 （株）アップルペイント 江東区森下５－１８－１１ 渡邉　昌英

000226001 安積建設（株） 枚方市田口４－５９－８ 安積　輝義

000227001 （株）アティ 所沢市北所沢町２２４２－８ 中島　洋志

000228001 （株）アテック吉村 岸和田市岸野町１３－１６ 窪田　博之

000229001 （株）アトム 徳島市南島田町４－２４－１ 東　久雄

000230001 アトムテクノス（株） さいたま市緑区大字中尾８６５－２ 高橋　英司

000231001 （株）アトラス 松江市富士見町３－３４ 溝本　浩二

006764001 （株）アトリエ・Ｋ 千代田区九段南３－６－１ 杉浦　定雄

000232001 アトリエＢＢＳ（株） 福岡市博多区美野島２－１－３１ 原　恵子

000233001 阿南測量設計（株） 阿南市宝田町今市西ヤシキ２４ 古山　忠則

003952001 ＡＮＥＯＳ（株） 目黒区中央町１－５－１２ 野澤　裕

005678001 （株）アネスト 泉大津市池園町６－７ 玉城　崇

000234001 （株）アバンス 熊本市東区江津１－３－４８ 工藤　伸

000235001 アビームコンサルティング（株） 千代田区丸の内１－４－１ 鴨居　達哉

005975001 （株）アビック 水戸市袴塚２丁目４番４６ 秋山　英樹

000236001 アビックラボ（株） 札幌市中央区南４条西１３－１－２６ 花田　功

005620001 阿比野建設（株） 姫路市広畑区正門通４－３－３ 阿比野　剛

000055001 （株）ＡＦＦＥＣＴ 久留米市山川町１６６２－１ 緒方　久則

000237001 （株）アプル総合計画事務所 文京区湯島４－２－１ 中野　恒明

000238001 （株）アプルデザインワークショップ 文京区湯島４－２－１ 江口　英樹

000239001 （株）安部電業社 大分市大字古国府１３２５－１ 安部　太

000240001 （株）安部日鋼工業 岐阜市六条大溝３－１３－３ 井手口　哲朗

000241001 （株）阿北測量設計 阿波市市場町上喜来字岡１６５０－１ 吉積　政人

000242001 網干塗装工業（株） 姫路市網干区大江島７９－１ 名村　彰芳

005968001 （株）アポロエンジニアリング 大分市牧上町１１番２７号 近藤　龍次

000243001 尼崎電機（株） 尼崎市東海岸町１－４６ 宮井　正昭

005473001 アマナエレン（株） 大津市皇子が丘２－６－１３ 中島　耕史

000244001 アマノ（株） 横浜市港北区大豆戸町２７５ 津田　博之

000245001 アマノ企業（株） 福山市神村町３１０６－６ 宇根　智久

005763001 天野建設（株） 和泉市伏屋町１－９－１８ 天野　圭二

000246001 天野産業（株） 笠岡市七番町１－７６ 天野　和彦

000247001 （有）天野電話設備商会 松山市来住町１３９５－１ 天野　正彦

000248001 （株）アミック 横浜市鶴見区鶴見中央４－３６－１ 長岡　康之

000249001 アムズ（株） 金沢市西泉３－９２ 谷口　吏

006143001 （株）アメニティ 横浜市神奈川区羽沢町６８５ 山戸　伸孝

000250001 （株）アメニティライフ 広島市南区東雲１－１０－１２ 藤中　勝俊

000251001 （株）雨宮建築設計事務所 甲府市上石田４－７－７ 中田　雅弘

006435001 （有）アライ 洲本市下内膳７８９－９ 新井　英樹

000252001 （株）新井組 西宮市池田町１２－２０ 馬場　公勝

000253001 （株）新居千秋都市建築設計 目黒区祐天寺２－１４－１９　四宮ビル２階 新居　千秋

000254001 アライドテレシス（株） 品川区西五反田７丁目２１番１１号 長尾　利彦

000255001 荒川建設（株） 鳴門市撫養町立岩字六枚１９０ 荒川　郷史

000256001 （株）荒川建設 神戸市東灘区深江本町１－１－１８ 荒川　俊三

000257001 荒川電工（株） 高知市高そね６－１９ 荒川　浩一

000258001 （有）荒木一級建築士事務所 大牟田市有明町１－４－４ 山崎　啓司

000259001 （株）荒木組 岡山市北区天瀬４－３３ 荒木　雷太

000260001 （株）荒木建設 高松市香西北町５９－３ 荒木　幸男

000261001 （株）荒木造園設計 大阪市淀川区東三国２－３０－１ 荒木　美眞
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006115001 （株）荒木総合計画事務所 久留米市荒木町白口１５９３－１ 荒木　恒介

000262001 （有）新建 四條畷市田原台９－１８－４８ 新井　健二

000263001 （株）荒谷建設コンサルタント 広島市中区江波西１－２５－５ 荒谷　悦嗣

006374001 （株）荒谷工務店 東広島市西条町西条東１２４３ 荒谷　富士

000264001 （株）有明測量開発社 熊本市南区幸田２－７－１ 藤本　祐二

006098001 （株）アリオン 生駒郡安堵町大字岡崎５３８－１ 島田　美智代

000265001 （株）有我工業所 空知郡上富良野町中町３－２－１ 有我　充人

006590001 （株）アリガプランニング 札幌市中央区南１０条西１２－２－２３ 有我　充人

000266001 （株）有光組 松山市古川南１－２２－１８ 有光　智幸

000267001 有村工業（株） 大阪市東淀川区小松１－１４－３２ 有村　章平

000268001 有元温調（株） 神戸市垂水区舞子坂１－１０－３６ 有元　久雄

000269001 （株）アルキービ総合計画事務所 大阪市東住吉区西今川１－５－７　Ｋコート１０１号 久保　清一

006682001 （株）アルキメディア設計研究所 世田谷区代沢２－２２－７ 小林　正美

000270001 （株）アルス製作所 小松島市金磯町８－９０ 坂本　孝

000271001 アルスロン（株） 袖ケ浦市神納１２８２－８ 黒川　治男

000272001 （株）アルセッド建築研究所 渋谷区渋谷１－２０－１ 三井所　清典

006165001 （株）アルト建築設計事務所 大阪市北区東天満２－６－８ 松田　恒彦

000273001 （株）アルト舎 葛城市忍海４３７－３２ 中　利住

006769001 （株）アルファヴィル 京都市右京区西院上花田町３２ 竹口　健太郎

000274001 アルファシステックス（株） 文京区湯島４－９－２ 池ノ谷　栄二

006108001 （株）アルプス 吉野郡吉野町大字六田１２６４－２ 吉田　宗玄

006308001 （株）アルモ 高松市国分寺町新居１３４４－２ 河田　宣人

000275001 （株）アレイエンジニアリング 大阪市中央区内本町１－２－８ 舛田　直典

005719001 （株）アレイサービス 東大阪市若江南町５－２－３８ 米田　富美雄

006058001 （株）アレス 四日市市諏訪栄町２２－３６ 西村　秀人

000276001 （株）アレックス 富山市下奥井１－２０－６ 東　聡宏

005958001 アロー（株） 大阪市淀川区西三国１－１３－４西三国共栄マンション２Ａ号室 中村　幸矢

000277001 （株）淡路開発コンサルタント 洲本市宇原６５３－３ 大住　佳永

000278001 （株）淡路空調 洲本市納２０９－３ 廣岡　晴夫

005477001 淡路清掃（株） 南あわじ市山添６０６－１ 横山　隆

000279001 淡路測量設計（株） 南あわじ市広田中筋２８３－１ 森本　秀樹

000280001 （株）アワジテック 神戸市兵庫区新開地３－１－１４ 藤原　正典

000281001 淡路電気工事（株） 広島市南区宇品海岸３ー５ー２１ 淡路　孝江

000282001 淡路土建（株） 洲本市桑間７０６ 琴井谷　隆志

000283001 淡路ルートサービス（株） 淡路市岩屋２５６８ 井植　貞雄

000284001 （株）阿波設計事務所 大阪市浪速区元町２－２－１２ 瀬尾　忠治

000285001 阿波測建（株） 徳島市応神町応神産業団地７－２ 佐藤　健一

000286001 阿波道路（株） 鳴門市瀬戸町明神字馬越２６－１ 福生　博之

000287001 粟根建設（株） 府中市府中町１０３－１２ 粟根　一幸

000288001 安西工業（株） 神戸市西区上新地３－３－１ 清水　章弘

000289001 アンザイ工業（株） 大阪市中央区高津１－２－１０ 塩田　拓哉

000290001 （株）アンジェロセック 新宿区西新宿６－５－１ 望月　達也

000291001 （有）安全施設工業 姫路市田寺東３ー４－１３ 小林　浩二

000292001 アンゼン施設工業（株） 岡山市南区西市１１８ 山本　展裕

000293001 安全テック（株） 神戸市西区玉津町高津橋１４４－１ 田中　晃代

006033001 アンダーテイクジャパン（株） 沖縄市美原１－１１－８ 赤嶺　博保

000294001 （株）安藤建設 三豊市財田町財田上３７５１ 安藤　恵介

000295001 安藤工業（株） 西条市三津屋１９０－１ 安藤　善太

000296001 （株）安藤工業 三豊市山本町神田１７５８ 近井　秋夫

000297001 （株）安藤設計 宇都宮市山本１－３－１４ 安藤　寛樹

000298001 （株）安藤忠雄建築研究所 大阪市北区豊崎２－５－２３ 安藤　忠雄

000299001 （株）安藤・間 港区赤坂６－１－２０ 福富　正人

006150001 （株）ａｎｄＨＡＮＤ建築設計事務所 つくば市東新井２９－１３ 飯島　洋省

000300001 アンリツ（株） 厚木市恩名５－１－１ 橋本　裕一

000301001 アンリツネットワークス（株） 厚木市恩名五丁目１番１号 舟橋　伸夫

006668001 （株）ＥＲＩソリューション 港区南青山３－１－３１ 山田　富治

000302001 （株）Ｅ＆Ｓエンジニアリング 大阪市港区市岡元町３－７－１０ 北村　豊弘

000303001 （株）イーエス総合研究所 札幌市東区中沼西五条１－８－１ 伊藤　幸一

006008001 （株）Ｅ・Ｃ・Ｓ 大津市千町２－１－３４ 田中　順三

000304001 （株）イーシーセンター 富士市五貫島９１９ 海野　幸男

000305001 （株）飯島建築事務所 川崎市川崎区渡田東町１１－２ 飯嶋　俊比古

006609001 （株）Ｅ－ＴＥＣ 神戸市須磨区白川台５－５７－６　農住Ａ－２０４ 秋山　憲一

000306001 （有）井内開発 徳島市国府町芝原字西沢１１９－１ 井内　孝明

000307001 家島建設（株） 姫路市飾磨区三宅２－５９ 中野　宏一郎

000308001 （株）イオタオーエーシステム 松山市星岡１－２８－１ 渡邊　秀治

000309001 イオンディライト（株） 大阪市中央区南船場２－３－２ 浜田　和成

000310001 （有）伊賀建設 赤磐市高屋３３０－１ 伊賀　弘久

000311001 イカサ緑地（株） 倉敷市玉島八島４０３－３ 青江　勇二

000312001 （株）井木組 東伯郡琴浦町赤碕２０００－１ 井木　敏晴
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000313001 育栄建設（株） 台東区浅草５－１４－７ 水落　清

000314001 （株）生田組 高岡郡四万十町古市町７－３４ 生田　政嗣

000315001 井口電気工事（株） 小豆郡土庄町上庄１４８４ 高橋　美恵子

000316001 （株）生穂建設 淡路市生穂１１５６ 長尾　泰宏

000317001 （株）池内工務店 明石市西明石南町１－５－１１ 池内　修

000318001 （株）池内工務店 神戸市中央区旭通２－１０－２５ 池内　修

000319001 （株）生垣電興社 南あわじ市神代国衙６７４番地 生垣　彰宏

000320001 池上通信機（株） 大田区池上５－６－１６ 清森　洋祐

000321001 （株）池久保電工社 広島市西区東観音町１２－９ 池久保　典也

000322001 （株）池下翠松園 高松市鬼無町鬼無１００１－１ 池下　義清

000323001 （株）池下設計 杉並区阿佐谷南１－１７－１８ 池下　潤

000332001 （株）池田塗装店 加古川市加古川町寺家町３１ー１ 池田　年弘

000324001 （株）池田邦工務店 大阪市平野区瓜破４－２－４８ 池田　義徳

000325001 池田建設（株） 丹波市氷上町成松４７９－１ 池田　陽太郎

000326001 池田建設（株） 千代田区九段南２－４－１６ 古賀　智道

005779001 池田建設（株） 岸和田市包近町５５３ 池田　宣久

000327001 （株）池田工業 佐世保市干尽町６－１６ 池田　晃寿

000328001 池田興産（株） 丹波市氷上町西中２０６－２ 大南　幸夫

000329001 イケダ産業（株） 松山市久万ノ台１８９－１ 池田　啓吾

000330001 池田電気（株） 宮津市字滝馬７０５ 池田　憲治

000331001 池田電業（株） 岡山市北区下伊福１－２－７ 池田　正治

006722001 池永建築事務所 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２２２ヒライビル 池永　裕誠

000333001 池水工業（株） 神戸市長田区蓮宮通３－１－３ 井戸　裕之

005862001 池本健建設（株） 芦屋市宮塚町１７－３－２０２ 池本　隆司

000334001 （株）石井 坂出市江尻町１７２１－１０ 尾林　正樹

000335001 （株）石井組 新発田市城北町２－１０－２０ 石井　和郎

000336001 石井興産（株） 三豊市高瀬町比地中１６０４－１ 石井　秀和

000337001 （株）石居設計 彦根市野瀬町３７－１ 石居　宏氏

000338001 石井造園土木（株） 神戸市中央区御幸通６－１－１５ 石井　秀樹

000339001 石丑山中庭園（株） 大阪市中央区道頓堀２－２－２０ 山中　正夫

000340001 石垣メンテナンス（株） 千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真

000341001 （株）石勝エクステリア 世田谷区玉川２－２－１ 合間　功

000342001 （株）石川組 観音寺市吉岡町２１４－７ 石川　義和

006147001 石川賢一建築研究所 つくば市島名３０８－２ 石川　賢一

000343001 石川設電（株） 不破郡垂井町綾戸５４５ 石川　時久

000344001 （有）石倉建設 米子市長砂町９３５番地２ 石倉　悟

000345001 石崎建設（株） 宿毛市平田町戸内２３１０ 石崎　順

000346001 （株）石崎本店 広島市安芸区矢野新町１－２－１５ 石崎　信三

000347001 （株）礎建設 仲多度郡まんのう町吉野３１５９－２ 平井　敏和

000348001 （株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 福岡市博多区対馬小路１－２１ 藤本　尚伸

005849001 石田造園土木（株） 枚方市長尾台１－１１－２６ 石田　俊夫

000349001 石田造船（株） 尾道市因島三庄町字宝崎２９３１－４ 石田　正憲

000350001 イシデンエンジニアリング（株） 恵那市大井町２０８７－２２１ 三宅　正敏

000351001 （有）石戸防水工業 高知市鴨部２－２－１０ 石戸　益宏

000352001 石豊造園土木（株） 久世郡久御山町中島沖ノ内２０ 田中　満穂

000353001 石巻建設（株） 石巻市末広町３－９ 山田　史郎

000354001 （有）石原建設 丸亀市御供所町２－１１－３ 石原　憲

000355001 （株）石原工務店 岡山市東区金岡西町８０１－１ 石原　彰二

000356001 石原設備工業（株） 京都市南区西九条豊田町７－２ 佐藤　博一

000357001 （株）石本建築事務所 千代田区九段南４－６－１２ 長尾　昌高

000358001 （株）イシヤマエンジニアリング 東大阪市永和３－７－２１ 石山　義美

000359001 イズエン（株） 岸和田市加守町２－２－１３ 中野　作栄

000360001 （株）イズコン 出雲市大津町１７７８－１ 福田　康伴

000361001 （株）イスズ 川崎市中原区今井南町２番４５号 鈴木　和彦

000362001 （株）イズタコンサルタント 三原市宮浦３－３４－１０ 泉田　義博

000363001 （株）イズミ 高松市鬼無町鬼無９７－３ 泉　淳之

006565001 （株）イズミクス 堺市中区深井畑山町２３６－８ 山内　秀之

000364001 （株）泉建設工業 松原市天美我堂１－５３－１ 泉　毅

000365001 泉鋼業（株） 高松市朝日町五丁目２番３号 富家　孝明

006578001 （株）和泉工業 飯塚市口原１７４５－６ 和泉　忠

000366001 泉興産（株） 福山市多治米町５－８－５ 岩部　肇

000367001 （株）泉創建エンジニアリング 文京区大塚３－５－１０ 植木　隆司

000368001 和泉測量設計（株） 堺市中区深井北町３１００－３－１００ 植松　圭介

005842001 和泉電気工業（株） 明石市魚住町金ケ崎３３６－５ 和泉　猛

000369001 和泉電気工事（株） 吉野川市鴨島町知恵島１０３３番地１ 和泉　和也

000370001 （株）和泉屋石材店 高松市牟礼町牟礼３７１７ 和泉　成治

000371001 （株）出雲建設 淡路市中田４０２ 出雲　津芳

000372001 伊勢造園建設（株） 熊本市東区石原２－４－５５ 山隈　昌彦

005823001 （株）磯貝塗装 大阪市生野区巽東４－５－１０ 磯貝　和正
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000373001 （有）磯野建築事務所 高松市錦町１－２１－３ 磯野　達

000374001 磯部塗装（株） 江東区亀戸７－２４－５ 磯部　武秀

000375001 （株）板垣建築事務所 大阪市浪速区日本橋東２－９－１６ 板垣　美一

006399001 （株）井田組 倉敷市玉島中央町２－７－１ 井田　誠

000376001 （株）立売堀製作所 大阪市西区立売堀１－１０－１０ 森田　勉

000378001 伊丹産業電気工事（株） 伊丹市北本町２－２５９ 東仲　淳隆

000377001 伊丹産業電設（株） 伊丹市北本町２－２５５ 北嶋　太郎

000379001 （株）市川環境アセス 市川市大町９６－３ 鈴木　実

000380001 （株）市川工務店 岐阜市鹿島町６－２７ 小川　健

000381001 （株）市川三千男建築設計事務所 名古屋市中区平和１－１５－３０ 市川　三千男

000382001 （株）一技研工業 大阪市西区阿波座１－４－４野村不動産四ツ橋ビル７階 青木　茂夫

000383001 （株）イチケン 港区芝浦１－１－１　浜松町ビルディング 長谷川　博之

000385001 （有）一城建設 高松市鶴市町８１０－１ 渡辺　一幸

005910001 （株）イチテック 一宮市せんい１－２－１９ 伊貝　英治

000386001 （株）市原建機 甲賀市水口町松尾１０１３－１５３ 市原　敏

000387001 （株）一宮工務店 大洲市白滝甲３０１番地 一宮　哲

000388001 （株）一力興業 浅口市寄島町１２１５５－１４３ 坂本　竜太

000389001 （株）いづき 京都市北区紫野雲林院町５３－３ 居附　正樹

000390001 一級建築士事務所濱端建築事務所 明石市朝霧南町１－４８８－１３－９０７ 濱端　俊

000391001 （有）一色造園緑地 西条市飯岡２０３７ 一色　学

000392001 （株）一成 加古川市上荘町薬栗２７－１ 木下　一成

000393001 イッセイコンサルタント（株） 大府市柊山町２－４５８ 相木　茂樹

000394001 （株）壱成不動産鑑定 名古屋市中区栄２－１３－１ 渡邉　一成

000395001 井筒建設（株） 東牟婁郡那智勝浦町勝浦７８－２ 井筒　千津留

006262001 一筆技建（株） 岸和田市流木町１８９ 一筆　卓也

000396001 （株）一瓢組 福山市田尻町２３３４－３ 藤井　暁

000397001 いづも（株） 今治市桜井１－１０－２７ 三田　平

000398001 いであ（株） 世田谷区駒沢３－１５－１ 田畑　彰久

000399001 （株）怡土 福岡市西区大字飯氏９３１－１１ 小田　敏美

006688001 （株）伊藤喜三郎建築研究所 豊島区高田２－１７－２２ 原　勇次

000400001 伊藤喜商事（株） 神戸市中央区下山手通３丁目１３番２号 記村　道春

000401001 伊藤建設（株） 宝塚市高司２－１６－１０ 伊藤　徹雄

000402001 （株）伊東工務店 京都市右京区西院西貝川町８７－２ 伊東　忍

000403001 伊藤製缶工業（株） 札幌市西区発寒１４条１３－２－１ 宮澤　靖

000404001 （株）伊藤設備工業所 京都市伏見区桃山羽柴長吉東町７４ 伊藤　通

000405001 伊藤忠テクノソリューションズ（株） 千代田区霞が関３－２－５ 柘植　一郎

000406001 （株）伊藤テック 尼崎市武庫元町１－２９－３ 伊藤　泰弘

000407001 伊藤電気（株） 大阪市平野区加美北２－３－１０ 伊藤　芳匡

000408001 移動無線サービス（株） ふじみ野市大原１－１３－２ 林　惠喜子

000409001 （株）イトーキ 中央区日本橋２－５－１ 平井　嘉朗

005667001 （株）イトーヨーギョー 神戸市中央区中山手通５－１－３ 畑中　浩

000410001 （有）稲垣 御坊市野口９９８－５ 北垣　順一

000411001 （株）稲治造園工務所 大阪市北区西天満３－４－４ 稲治　和彦

000412001 （有）稲富造園 徳島市八万町下長谷１８０ 稲富　俊広

000413001 稲見電気（株） 新居浜市西原町１丁目２番２８号 印南　和幸

000414001 乾福美園（株） 生駒市小瀬町１０８－３－３０１ 乾　繁美

000415001 （株）井上組 高槻市庄所町１番１８号 田中　廣幸

000416001 井上建設（株） 鳴門市撫養町小桑島字前組１６－１２ 井上　一弘

000417001 井上建設（株） 三原市久井町江木１４７１ 井上　民江

000418001 （株）井上建設 京都市右京区太秦門田町７ 井上　義昭

000419001 井上工業（株） 大阪市淀川区西中島１－１１－１６ 馬場　孝明

000420001 （株）井上工業 草津市芦浦町３１３－１ 小久保　隆則

005663001 （有）井野上正樹園 加賀市上河崎町子３４８ 井野上　盛光

000421001 （株）井上設備 尾道市高須町西新涯５６４２－４ 井上　智仁

000422001 井上設備管理（株） 八尾市西木の本２－２０ 井上　貴矩

000423001 井上造園（株） 福岡市西区大字飯盛４７０－３ 井上　哲朗

005466001 （株）井上電工 四万十市具同７３６１－６ 小野　和幸

000424001 井上塗装工業（株） 宇和島市伊吹町甲５３－１ 井上　和彦

000425001 （株）井畑造園土木 大阪市淀川区木川西２－２－１７ 井畑　勇人

000426001 伊原園芸（株） 大阪市淀川区十三東３－１２－１ 伊原　敏行

000427001 （株）茨木春草園 京都市中京区二条通河原町東入樋の口町４６４ 茨木　善弘

000428001 井原工業（株） 四国中央市三島宮川４丁目２番１８号 井原　伸

000429001 （株）イビソク 大垣市築捨町３－１０２ 森　允

000430001 イビデングリーンテック（株） 大垣市河間町３－５５ 坂井　隆

000431001 （株）伊吹工務店 神戸市長田区水笠通１－１－５５ 本登　好郎

005735001 伊吹電業（株） 米原市春照２３０－１ 安田　金次

000432001 （有）イマージテック 鹿児島市中山２－２３－７ 福元　正成

000433001 （株）今井組 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町１５番地 今井　靖一

001065001 （株）今井組 西条市丹原町来見２４５－３ 今井　信夫

10 



　　 業者番号
（電子入札システム
利用者登録用業者番号）

商号又は名称 住所（本社所在地） 代表者名

000434001 今井建設（株） 京丹後市大宮町河辺３７３２ 今井　小百合

000435001 今井建設工業（株） 亀岡市追分町薮ノ下７番地 今井　重憲

000436001 今井工業（株） 南丹市園部町内林町上ヲサ６－２ 今井　守

000437001 今井産業（株） 江津市桜江町川戸４７２－１ 今井　久師

005820001 （株）今泉造園土木 東村山市栄町３－３－２ 今泉　敦

006479001 （有）今井設備工業 松山市来住町１３７１番地７ 濱田　陽子

000438001 （株）今井土木 尾道市美ノ郷町本郷１０６２ 今井　一登

000439001 今岡工業（株） 出雲市塩冶神前２－８－１６ 今岡　幹晴

000440001 （株）今重興産 堺市西区浜寺元町２－１７０ 橋本　裕子

000441001 今津建設（株） 神戸市兵庫区吉田町２－２７－１０ 今津　由雄

000442001 （株）イマナカ 多可郡多可町加美区箸荷５５４ 今中　健夫

000443001 （株）今西組 大阪市天王寺区上本町６－９－２１ 今西　邦夫

005550001 （有）今治空調設備 今治市郷桜井３－１３－３９ 玉井　勝利

006063001 今治舗道（株） 今治市常盤町五丁目二番三六号 羽倉　一正

000444001 今治ライン工業（株） 今治市旦甲４５５－１ 武田　正人

005939001 （有）今村組 清瀬市松山１－１２－３ 澁谷　哲

000445001 （株）イマムラテクノ 宮崎市大字小松９６９ 今村　章一郎

000446001 今村塗装（株） 防府市泉町６－５ 犬丸　福一郎

006592001 （株）井元緑地建設 大阪市阿倍野区阪南町１－２７－３ 井元　慶一

000447001 井森工業（株） 柳井市伊保庄４９０７ 吉崎　雅弘

005821001 （株）イヤマトータルブリッジサポート 名古屋市緑区野末町１４０４ 加藤　鈴

000448001 葦陽設備工業（株） 福山市千代田町１－１３－１７ 村上　英彦

000449001 伊予テックサービス（株） 伊予市大平甲１２３４番地６ 梶木　龍臣

000450001 （株）伊予ブルドーザー建設 伊予市下吾川９４７－１ 今岡　満洲太郎

000451001 入谷緑化土木（株） 南あわじ市広田広田５１０－１ 入谷　芳郎

000452001 入交建設（株） 高知市南久保４－４７ 窪内　隆志

000453001 入交道路施設（株） 高知市十津６－２－１０ 濵田　善一

000454001 （株）いるか設計集団 神戸市中央区海岸通３－１－５ 吉村　雅夫

005668001 いろは防水工業（株） 名古屋市西区江向町３－９ 平田　智美

006007001 （株）巖建設工業 綴喜郡井手町大字井手小字梅ノ木原７２－１ 木村　佳子

000455001 （株）岩城 可児市柿下２－１ 文城　弘

000456001 （株）岩崎組 米子市灘町３－１４７－６ 千石　正信

000457001 （株）岩崎建設 丸亀市土器町西１－６８１ 岩崎　泰光

000458001 （株）岩崎設計事務所 名古屋市中区丸の内１－１４－２４ 岩崎　英一郎

000459001 岩崎電気（株） 中央区東日本橋１－１－７野村不動産東日本橋ビル 伊藤　義剛

000460001 （有）岩佐造園 高松市太田上町１１４７－３ 岩佐　康裕

000461001 （株）岩下樹木園 熊本市北区清水本町１９－３２ 岩下　博章

000462001 イワタ建設（株） 米子市蚊屋２４１ 岩田　義美

000463001 （有）岩田造園 徳島市八万町大坪２５７－１２ 岩田　道人

000464001 岩田地崎建設（株） 札幌市中央区北２条東１７－２ 岩田　圭剛

000465001 イワタニアグリグリーン（株） 台東区蔵前３－１－９ 林原　達朗

006634001 （株）岩永建設 宮崎市大字本郷北方２５２０－９ 森山　伸次郎

000466001 （有）岩藤清掃 大村市富の原１－１５１２－１ 岩藤　守

000467001 岩間造園（株） 名古屋市瑞穂区中山町６－３－２ 岩間　紀久裕

000468001 （株）岩村 高知市塚ノ原３３４‐１ 岩村　謙二

000469001 （株）岩本組 尼崎市上ノ島町２－２－３０ 岩本　基栄

000470001 岩本土木重機（株） たつの市御津町朝臣２３０－１２ 岩本　信之

000471001 （株）インザフィールズ 倉敷市中島１５４０－１ 渡邊　知典

006062001 インスライト（株） 多摩市聖ヶ丘４－２５－６ 小野沢　一三

000472001 （株）インテコ 奈良市三条本町１－８６－４ 山下　修

000473001 （株）インテック共和 倉敷市東塚６－９－１６ 石本　真也

006691001 （株）インデックスコンサルティング 港区虎ノ門４－３－１城山トラストタワー２３階 植村　公一

000474001 インテリア工房内山 山口市小郡下郷１２７２－２ 内山　茂

006770001 （有）インフォメーションセンター京都 綾部市岡安町大日蔭８ 塩見　康幸

006123001 （株）ウイジン 世田谷区用賀２－１２－１４ 森　忠保

000475001 ウイングエンジニア（株） 尼崎市東難波町５－２７－１９ 田中　洋稔

000476001 ウイングハウジング（株） 三豊市高瀬町下勝間２３８－１ 羽野　慎一

002678001 ウインコス（同） 文京区後楽２－１－２ 伊藤　忠成

000477001 （株）ウインディーネットワーク 下田市東本郷１－１９－４ 杉本　憲一

000478001 ウィンデックス（株） 厚木市妻田東３－１０－７ 佐々木　誠一郎

000479001 （株）ウェイズ 神戸市灘区岩屋北町４－３－１６ 渡邉　健司

000480001 （株）ウエキ 吉野郡天川村洞川５４３ 植田　洋一

000481001 （株）ウェザーニューズ 千葉市美浜区中瀬１－３　幕張テクノガーデン 草開　千仁

000482001 植芝園（株） 名古屋市中村区宿跡町１－５５ 永井　雅

000483001 上島建設（株） 京田辺市草内禅定寺１－３ 上島　竜太郎

000484001 （株）ウエスコ 岡山市北区島田本町２－５－３５ 北村　彰秀

006664001 （株）ウエスト建設コンサルタント 姫路市飾西６０－２ 佐藤　和志

000485001 ウエスト工業（株） 大阪市平野区瓜破７－１－５ 西野　一代

000486001 （株）ウエストコンサルタント 松山市余戸南１－２０－３３ 祖母井　正博
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000487001 （有）上田建設 菊池郡大津町陣内１１６４－３ 坂本　康徳

006272001 （株）植田建設工業 京都市左京区高野蓼原町７１番地 植田　直樹

005612001 上田消防建設（株）松山店 松山市安城寺町１５６ 正岡　尚起

000488001 （株）植田土建 吉野郡天川村洞川５４２－１ 植田　清美

005736001 （株）ウエデン 新居浜市江口町２－２６ 上田　裕幸

000489001 （株）植藤造園 京都市右京区山越中町１３ 佐野　晋一

000490001 （株）ウエニシ 岡山市南区西高崎９２－１３ 上西　桃

000491001 （株）ヴェネックス 養父市大屋町大屋市場４ 中尾　康彦

000492001 上野電機（株） 福井市乾徳３－９－１ 上野　友嗣

005687001 上野電機（株） 京都市西京区上桂今井町１３８ 瀧田　圭一

000493001 （株）上野山塗工所 有田市箕島１９１ 上野山　圭生

000494001 （株）植原建設 高松市楠上町１－９－３１ 植原　毅

001067001 （株）上村開発 熊本市南区南高江７－１０－１ 上村　由美子

000495001 （株）植村組 鹿児島市伊敷５－９－８ 植村　一

000496001 植彌加藤造園（株） 京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町４５ 加藤　友規

000497001 （株）植芳造園 京都市右京区太秦一ノ井町１７－２ 井上　勝裕

000498001 （株）ウエルアップ 奈良市大宮町７－１－３３ 尾花　弘教

000500001 （株）ウォーターテック 港区芝浦３－１６－１ 早坂　克浩

000501001 （株）ウォーターラム 徳島市津田海岸町２ー７ 藍谷　浩平

000502001 （株）ウオールナット 立川市幸町１－１９－１３ 齋藤　豊

006669001 （株）魚崎設計 姫路市田寺１－２－７ 魚崎　高広

000503001 （株）うがい商店 洲本市小路谷１２８１－１６ 鵜飼　徹

000504001 浮田建設（株） 津山市山下５ 浮田　佐平

000505001 （株）宇佐美組 大垣市浅草１－２８０ 宇佐美　憲邦

000506001 宇佐美工業（株） 名古屋市南区柴田本通２－１２－１ 宇佐美　友和

000507001 （株）潮技術コンサルタント 香芝市瓦口２１１５ 武田　康夫

000508001 （株）潮設備コンサルタント 大阪市西区江戸堀１－１８－３５ 有澤　正男

000509001 （株）ウシオ電気 洲本市金屋６９４－１ 新田　義隆

000510001 （株）牛田塗装 善通寺市稲木町４３３－１ 牛田　孝

000511001 宇治電（株） 大阪市生野区生野東２－３－１２ 川井　周治

000512001 烏城塗装工業（株） 岡山市南区東畦７７－２ 平田　修

000513001 （有）ウス井樹園 津市新家町１６４０ 薄井　哲

000514001 （株）ウスイ電業 新居浜市多喜浜５‐２‐１０ 白石　康貴

000516001 宇陀環境開発（株） 宇陀市榛原長峯７１８ 尾田　肇睦

000517001 ウチダエスコ（株） 江東区木場５－８－４０ 江口　英則

000518001 （株）内田組 大津市大江２－３３－３ 内田　美千男

005725001 内田工業（株） 名古屋市中川区好本町３－６７ 内田　裕郎

000519001 （株）内田商会 岐阜市池ノ上町４－６ 内田　譲二

000520001 （株）　内田測量 長野市篠ノ井会１３－３ 内田　哲郎

006395001 内田電設（株） 大阪市西淀川区竹島４－１１－５６ 成山　英樹

000521001 （株）内田洋行 中央区新川２－４－７ 大久保　昇

000522001 内野建設（株） 練馬区豊玉北５－２４－１５ 矢野　文雄

000523001 （有）内盛産業 沖縄市知花４－１４－２１ 内間　安盛

000524001 （株）内山測量設計 加西市山田町１３６ 内山　恭昌

000525001 内山緑地建設（株） 久留米市田主丸町地徳３５５８－１ 内山　剛敏

006275001 （株）ウチラ 宇治市広野町東裏７９番地 内良　親正

000526001 （株）ウッド 北本市北本４－１９４－１ 佐藤　英一

006505001 （株）宇都宮組 松山市祇園町５－２９ 宇都宮　勇

000528001 ウノインフラプランテック（株） 岐阜市白菊町６－１３ 宇野　春彦

000527001 宇野重工（株） 松阪市大津町１６０７－１ 宇野　雄介

000530001 宇部興産コンサルタント（株） 宇部市大字東須恵３８９７－２ 森岡　研三

000531001 （株）宇部セントラルコンサルタント 宇部市大字中野開作６７ 植田　敏史

000532001 （株）海邊組 新宮市三輪崎３－２－１１ 海邊　俊行

000533001 （株）梅井設備工業 福井市大宮６－５－１０ 梅井　啓介

000534001 梅正設備工業（株） 名古屋市名東区梅森坂１－１１５９ 加藤　正昭

000535001 ウメショウホームサービス（株） 名古屋市名東区梅森坂１－１１５９ 原　純一郎

000536001 （株）梅田コーポレーション 大阪市中央区瓦町４－４－８ 梅田　健一郎

000537001 梅林建設（株） 大分市舞鶴町１－３－１８ 梅林　秀伍

000538001 （有）浦川組 壱岐市郷ノ浦町小牧東触２６１番地１ 浦川　勝生

000539001 浦川設備興業（株） 高松市鶴市町９９１－１ 浦川　和倫

000540001 （株）浦田建装 京都市下京区西七条東石ケ坪町３ 浦田　篤人

000541001 （株）浦野設計 名古屋市西区八筋町９０ 浦野　廣高

000542001 占部建設工業（株） 福山市地吹町１８－１６ 占部　寛

000543001 （株）占部防水工業 福山市大門町３－２６－２６ 占部　綾子

000544001 （株）浦松建設 別府市大字鶴見４１４２－８ 浦松　大八

000545001 浦安工業（株） 墨田区錦糸２－８－７ 松浦　恒典

000546001 浦和電気工事（株） さいたま市南区南浦和１－２１－１９ 北堀　雅実

000547001 宇和島道路舗装（株） 宇和島市宮下甲１００ 土居　裕之

000548001 エア・ウォーター防災（株） 神戸市西区高塚台３－２－１６ 酒井　勇次
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000549001 （株）エアシス 神戸市西区前開南町２－１４－９ 中島　忠

006141001 エアロファシリティー（株） 港区新橋４－９－１ 木下　幹巳

000550001 （有）エアロフォトアート 福岡市博多区光丘町１－２－３４－３０２ 山本　博文

000551001 エイ・アール工事（株） 大阪市中央区十二軒町７番７号 杉浦　渉

006727001 エイ・エム・イー（株） 福山市千代田町２－８－２１ 佐藤　大三

000552001 （株）エイエム建設コンサルタント 松江市浜乃木２－７－２２ 安達　和久

005655001 栄建工業（株） 西宮市大島町７－６ 和山　直美

006446001 エイケン塗装工業 田川市大字川宮１７８２－４ 上田　栄吾

000553001 （有）栄光園芸 神戸市垂水区神和台２－２－１１ 畠山　昇

000554001 永興建設（株） 大阪市東淀川区大道南３－３－２１ 大原　崇宏

000555001 エイコウ建設（株） 堺市西区宮下町１２ー１ 下川　好隆

000556001 （株）英光産業 東大阪市菱江２－１５－６ 金山　栄一

000557001 栄光通信機（株） 札幌市西区発寒１０条２－５－４３ 山田　清司

000558001 栄光テクノ（株） 岡山市南区新福２－７－２０ 堀川　英治

000559001 （株）永幸電設 宮崎市大字本郷南方字立和５１７ 平山　圭二朗

000560001 （株）エイ・シー・ピー 松原市三宅東３－５－２７ 岡田　哲夫

000561001 （株）エイシン 高松市檀紙町１６４８－８ 福岡　千乗

000562001 （株）栄進建設 大阪市東成区神路１丁目１２番２号ＮＤビル４０５号 池田　美津江

000563001 栄進建設（株） 善通寺市文京町１－３－１ 犬井　新吾

000564001 （株）永新興業 大阪市大正区平尾２－１３－４ 堂柿　昭子

006303001 栄伸工業（株） 姫路市西今宿２－１－３４ 菅原　栄作

000565001 栄進電業（株） 坂出市西大浜北３－４－３１ 正崎　秀則

000566001 （株）衛星ネットワーク 港区赤坂１－１２－３２アーク森ビル１３階 松本　崇良

000567001 （株）永大開発コンサルタント 飯塚市菰田東２－２２－５５ 佐々木　靖彦

005957001 （株）エイダブリューエンジニアリング 西宮市越水町４－２２ 金海　正玉

006774001 エイチ（株） 総社市東阿曽１９９０ 小野　裕太

000568001 （株）ＨＥＲ 加西市網引町２００１－３９ 芝本　忠雄

000569001 （株）エイチエスケイ 豊中市東豊中町５－３９－７ 笹部　美穂

004529001 ＨＫ電気工業（株） 神戸市須磨区白川台３－３８－６５ 福島　正章

005945001 エイチ・シー・ネットワークス（株） 台東区浅草橋１－２２－１６ヒューリック浅草橋ビル 大江　愼一

005856001 （有）エイチ・ジェイコーポレーション 大阪市天王寺区東高津町４－３ 比嘉　泰子

006702001 （株）ＨＴＡデザイン事務所 大阪市北区天満４－３－５中之島岡田ビル５Ｆ 高原　浩之

000570001 （株）エイチテック 福山市川口町一丁目１６番３５号 岡田　宏

004285001 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 小平市御幸町３２番地 飯田　一郎

000571001 （株）エイテック 渋谷区本町４－１２－７ 橘　義規

006617001 エイテック（株） 岡山市北区横井上６５３－２ 淺野　剛治

005654001 （株）エイデン 神戸市兵庫区出在家町２－６－８ 二瓶　亜己

000572001 （有）エイド 尼崎市栗山町１－２３－３２－２０８ 植松　敬二

000573001 （株）エイト設計 札幌市中央区大通西１－１４－２ 高橋　忠明

000574001 （株）エイト日本技術開発 岡山市北区津島京町３－１－２１ 小谷　裕司

006078001 （株）Ａ－Ｎｅｘｔ 京都市伏見区深草東軸町３－１Ｆ 原井　芽生

000575001 （株）エイムエンジニアリング 岩国市関戸１－１０６－１ 佐川　賢

000576001 栄臨建設（株） 大阪市中央区南船場２－６－２８ 金子　啓二

000577001 英和（株） 品川区西五反田１丁目３１－１　日本生命五反田ビル１０階 阿部　健治

005658001 栄和建設（株） 尼崎市東園田町３－６６－２ 和山　秀明

000578001 栄和興業（株） 南あわじ市八木寺内１６４９ 川原　哲治

000579001 （株）栄和設計事務所 大阪市福島区福島５－１７－２１ 川野　達彦

000580001 栄和測量設計（株） 神戸市中央区下山手通７－４－１４ 山本　和弘

000581001 栄和電工（株） 松山市堀江町甲７９－１ 見崎　満雄

000582001 （有）エイワン 福岡市南区老司３－９－１８ 吉武　智視

000583001 （株）エイワン 津山市高野山西１４００－７ 福原　泳一

006014001 （株）ＡＲ 岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘４丁目１－２ 祢屋　緑

006763001 （有）エー・アール・ネット 中央区日本橋蛎殻町１－１８－１ 山本　充彦

000584001 （株）エーアンドエム 勝田郡奈義町高円１９２０－１ 水島　仁美

000585001 （株）エー・アンド・ビー 板野郡北島町鯛浜字かや１４－１ 阿部　義弘

005720001 （株）Ａ・Ｓ・Ｐ 大阪市淀川区宮原１－１９－１１－１０８Ａ号室 鮎川　裕介

005885001 Ａｓ・Ｒｉｓｉｎｇ（株） 熊本市南区江越２－９－２０ 佐藤　真一

000586001 （株）Ａ・Ｆ・Ｃ 徳島市大松町榎原外４８－２ 糸永　昭則

006077001 Ａ・ＯＣＥＡＮ（株） 大阪市中央区南船場２－６－２－２０３ 味生　豊

006329001 （株）Ａ－ＣＯＭＰＡＮＹ 倉敷市西富井１０７６－２４ 榊原　浩太朗

006094001 （有）ＡｋＨ建築設計室 行方市玉造甲４１１０ 本澤　幸一

000587001 （株）ＡＣＥ 奈良市西大寺国見町２－１７－５５ 木村　猛

000588001 （株）エーシーユー 大阪市阿倍野区旭町１－３－３－８０５ 西口　茂樹

000589001 （株）エース 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５ 松川　統久

000590001 （株）エース・ウォーター 福岡市博多区上呉服町１番８号　北九州銀行呉服町ビル６階 川島　潤一郎

000591001 エースグリーン（株） 豊中市東泉丘１－１２－１ 田中　みゆき

000592001 エース消毒（株） 姫路市博労町９３－１ 高坂　敏行

000593001 エース電子サービス（株） 松山市山越６丁目１５番１６号 麓　譲

005884001 （株）ＡＷＳ 岡山市東区瀬戸町弓削１０１８番地 芦野　稔久
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000594001 （株）エーティック 札幌市西区二十四軒一条５－６－１ 舟田　幸太郎

000595001 （株）エーバイシー 大阪市中央区北浜東２－１６ 本多　顕治郎

000596001 （株）エービーコンサルタント 葛飾区四つ木５－１４－１　ライオンズマンション立石第２・１階 定塚　賢次朗

005841001 （株）エーファイブ 墨田区本所３－１４－７ 木村　康三

000597001 （株）エープランニング 杉並区上荻１－１５－１ 原口　浩如

000598001 （株）エオネックス 金沢市東蚊爪町１－１９－４ 市山　勉

005883001 （株）江川組 和歌山市和佐中２３３ー１ 江川　弘章

000599001 （有）エキスパート 福山市千田町２―４０―１１ 繁山　実

000600001 （株）エクシオテック 大田区平和島４－１－２３ 大坪　康郎

000601001 エクストリーク（株） 港区芝４－９－４芝浜ビル 加瀬　裕

000602001 （株）エクス・プラン 米子市米原７－１１－２３ 田村　志郎

000603001 （株）エクスラン・テクニカル・センター 岡山市東区金岡東町３－３－１ 小原　博文

000604001 （株）江口測量設計事務所 大津市皇子が丘２－１－５ 江口　利男

000606001 （株）エコー 台東区北上野２－６－４ 柴木　秀之

000607001 （株）エコー建設コンサルタント 徳島市南末広町４－５３ 齋藤　恒範

005482001 （有）エコサポート 大津市荒川７６２ー３ 山村　剛一

000608001 （有）エコ・ステップ 大阪市西区立売堀１－８－１ 向井　伸幸

000605001 （株）エコ・テクノ 大阪市城東区野江２－１７－１３ 武藤　正幸

000609001 （株）エコ・２４ 港区新橋５－３４－３ 波間　俊一

000610001 （株）エコル 港区高輪３－４－１ 大島　渡

000611001 （株）エコワーク 島田市中溝町１７０３ 大河原　高広

006504001 （有）ＳＲＫ 広島市佐伯区八幡１－５－２２－１０ 佐々木　幸博

006382001 （株）エスアールプランニング 品川区西大井四丁目１８番２１号ソフィアＭＫ１０２号室 白井　洋二

000612001 （株）ＳＩＣ 加古川市加古川町備後３５５ 芝本　忠雄

000613001 （株）エス・アイ・ティ 港区東麻布２－３２－１０ 中島　洋爾

000614001 （株）ＳＥＣ 加古川市野口町野口１２９－９４ 三好　三知子

000615001 エス・イー・シーエレベーター（株） 台東区台東３－１８－３ 鈴木　孝夫

000616001 エスイーリペア（株） 福岡市南区日佐５－１５－２４ 石野　隆之

000617001 ＳＭＣシビルテクノス（株） 中央区新川１－１６－３　住友不動産茅場町ビル６Ｆ 門出　英揮

000618001 （株）エス・エル 大阪市福島区野田５－１７－２２ 岸本　進

000619001 （株）エスケイ電業 高松市由良町５６０－１ 佐藤　佳生

000620001 （株）ＳＫＫ 神戸市中央区布引町３－１－１５ 小早川　伸一

000621001 エスケー工業（株） 岡山市東区政津８９８－１ 伊瀬　正則

005905001 （株）エスケーコーポレーション 倉敷市西富井１０７６－２４ 若林　秀樹

000622001 （株）エス・コーポレーション 宇治市宇治善法１１４－１７ 白川　朋世

000623001 エスシー企画（株） 徳島市佐古六番町１０－８ 藤本　一郎

006538001 （株）エス．ディー．ケイ 世田谷区粕谷３－３０－１４ 坂口　輝昭

000624001 （株）エスディーネットワーク 神戸市須磨区大田町１－３－２６ 谷内　俊文

000625001 （株）ＳＴＮｅｔ 高松市春日町１７３５－３ 小林　功

000626001 （株）エステートセイワ 岡山市北区花尻みどり町３－１０８ 生田　清治

000627001 （株）エステックコンサルタンツ 大阪市北区天神橋３－３－３ 山木　康雄

006312001 エステックサービス（株） 大田区西蒲田７－５－３大明ビル 吹田　壽男

000628001 （株）エステム建築事務所 大阪市中央区淡路町１－６－９ 斉藤　裕亮

000629001 （株）エス・ビー・シー 美馬市脇町字西赤谷１０６３－１ 木村　充宏

006456001 （株）ＳＰプロテクションズ 足立区竹の塚３－１０－１　竹の塚ビル４Ｆ 渡部　竜二

006397001 Ｓ－ＰＬＡＮＴ（株） 立川市若葉町３－５５－５ 住吉　正光

006588001 エスロード（株） 京都市伏見区久我森の宮町１０番地３９ 佐々木　健策

000630001 越前屋試錐工業（株） 札幌市白石区栄通８－１－１５ 牧野　良基

000631001 愛知電機工業（株） 愛知郡愛荘町愛知川１２６２ 柿田　新吾

000632001 （株）エッチエスサービス 豊島区池袋１－１３－１８　イマス池袋ビル 髙橋　克己

000633001 越中電気工業（株） 船橋市海神５－１－１１ 冨田　明美

000634001 江藤設備（株） 大分市西新地１－８－３０ 織戸　和彦

000635001 栄藤電気（株） 姫路市南条４３１－２ 榮藤　高士

000636001 えとみ建設（株） 福岡市城南区七隈４－２６－３５ 牛崎　孝

004290001 エナジーシステムサービスジャパン（株） 大田区平和島６ー１―１　東京流通センター　センタービル７階 藤浪　司

000637001 （株）エナテクス 倉吉市清谷町２－７３ 福井　利明

000638001 （株）エナプラン 広島市南区的場町１－７－１０ 奈村　日善

005783001 恵庭建設（株） 恵庭市泉町２６ 本荘　武則

006568001 （株）ＮＩＬ 大阪市旭区清水４ー１３ー３ 西村　功一朗

000641001 （株）エヌ・アンド・イーコンサルタント 徳島市中昭和町１－１２ 板東　史郎

000642001 （株）エヌ・イー計測 東大阪市西堤本通東１－１－１東大阪大発ビル 西村　敦博

000643001 （株）エヌ・イーサポート 広島市西区己斐本町３－１３－１６ 長田　智久

006367001 ＮＥＣソリューションイノベータ（株） さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ 杉山　清

000644001 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 文京区後楽２－６－１ 牛島　祐之

000645001 ＮＥＣプラットフォームズ（株） 千代田区神田司町２－３ 福田　公彦

000646001 ＮＥテクノ（株） さいたま市南区南本町２－１－５ 副島　良憲

000647001 （株）ＮＨＫテクノロジーズ 渋谷区神山町４番１４号 野口　周一

000648001 エヌエス環境（株） 港区芝公園１－２－９ 須磨　重孝

006389001 ＮＳ建材販売（株） 江東区木場２－１７－１２ 加藤　真一郎
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000649001 エヌエス日進（株） 岡山市中区倉田３９３－１ 長崎　伸彦

000650001 （株）ＮＳＰ設計 広島市中区東千田町２－９－５７広電タワービル 岩崎　均

000651001 （株）ＮＮＣエンジニアリング 長岡市寺宝町１３０－１ 青柳　良孝

000652001 エヌ・ケイ・ジー（株） 倉敷市連島中央１－５－２ 中塚　信二

000653001 エヌケー建設（株） 高松市木太町５０９８ー４ 浜　圭司

000654001 （株）ＮＪＳ 港区芝浦１－１－１ 村上　雅亮

000655001 ＮＤＳ（株） 名古屋市中区千代田２－１５－１８ 玉村　知史

006198001 ＮＴＣインターナショナル（株） 中野区本町１－３２－２ 岩本　彰

000656001 ＮＴＣコンサルタンツ（株） 名古屋市中区錦２－４－１５ 大村　仁

000657001 （株）ＮＴＯ 松山市北土居２－２４－２４ 中川　孝志

000658001 エヌティ工業（株） 吹田市元町２５－２１ 柳川　とも子

000659001 （株）エヌ・ティ・ティエムイー 豊島区東池袋３－２１－１４ 藤本　秀雄

000639001 （株）エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪市北区堂島３－１－２１ 古田　正雄

000640001 （株）エヌ・ティ・ティ・データ中国 広島市南区比治山本町１１番２０号 上田　健

000660001 （株）ＮＴＴドコモ 千代田区永田町２－１１－１ 井伊　基之

000661001 （株）ＮＴＴファシリティーズ 港区芝浦３－４－１ 松原　和彦

005712001 エヌデック（株） 荒川区東日暮里５－４７－７ 齋藤　清貴

006635001 エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船４－１－１１ 中村　一雄

000662001 エネシェア（株） 福岡市博多区銀天町３－６－１８ 橋本　昌也

000663001 エネテック京都（株） 京都市南区東九条南石田町７４－２ 玉泉　久慶

000664001 （有）榎 徳島市多家良町下開５３－１ 竹内　千万城

000665001 （有）えばなむ 今治市玉川町中村甲１７０－１ 眞鍋　恵美

000666001 （株）エハラ 東大阪市永和２－１３－９ 金本　勝利

005662001 荏原実業（株） 中央区銀座７－１４－１ 阿部　亨

000667001 （株）荏原製作所 大田区羽田旭町１１－１ 浅見　正男

000668001 （株）荏原電産 大田区羽田旭町１１－１ 川本　栄治

000669001 荏原冷熱システム（株） 大田区羽田旭町１１―１ 李　承鏞

000670001 エビス（株） 洲本市物部１－４－２５ 横山　信一

000671001 （有）恵比寿 岡山市東区城東台西３－９－１３ 芦野　静子

000672001 ヱビス電工（株） 広島市中区中町８－８ 望月　文

000673001 （有）エピック開発 男鹿市船越字杉山１－３７ 小玉　正英

000674001 （株）海老名組 姫路市飾磨区妻鹿２６４－２ 海老名　巖

000675001 愛媛建設（株） 北宇和郡鬼北町大字永野市２２‐１ 坂本　信哉

000676001 愛媛交安（株） 新居浜市庄内町６－５－３７ 都築　直仁

000677001 愛媛航空（株） 松山市南吉田町松山空港内 真鍋　了二

000678001 愛媛三段ブロック（株） 今治市長沢乙２０３－６５ 八塚　俊二

000679001 （株）愛媛ＣＡＴＶ 松山市大手町１－１１－４ 宮内　隆

000680001 （株）愛媛ＣＡＴＶサービス 松山市大手町１－１１－４ 白石　成人

000681001 愛媛大東（株） 四国中央市土居町津根１９１８ 渡邊　吉和

000682001 愛媛通信建設（株） 松山市来住町１３９５番地２ 天野　浩司

000683001 （株）愛媛庭園 松山市平井町甲２２６２ 徳本　秀樹

000684001 愛媛土建（株） 松山市真砂町７－４ 菅野　成彦

000685001 愛媛防災（株） 松山市萱町五丁目４番地９ 藏本　久利

000686001 愛媛舗道（株） 大洲市中村２３１番地 小林　千恵

000687001 （株）愛媛ミラー 松山市津吉町４４７－２ 藤堂　義博

000688001 愛媛森連産業（株） 松山市中野町甲１３９番７ 山内　達文

000689001 愛媛緑地（株） 今治市町谷甲５９１番地６ 長井　只志

005707001 江平電気（株） 宮崎市大島町立野１４５０ 弓削　秀樹

000690001 （株）エフウォーターマネジメント 大津市中央１－６－１１ 岡本　伸康

000691001 （株）エフエムシー 大阪市中央区南船場１－１４－１０ 中川　修

000692001 （株）エフォートシステム 広島市中区舟入川口町２１－７ 赤羽　泰茂

006409001 ＦＪホーム（株） 神戸市垂水区星が丘３－５－１７ 福井　眞行人

000693001 （株）エフ設計コンサルタント 徳島市八万町下福万１８０－１５ 冨士　達雄

000694001 （有）エフティーエンジニアリング 杉並区井草３－２６－１４ 田中　和子

006144001 （株）エブリプラン 松江市北陵町４６－６ 河原　八郎

006103001 （株）エフワーク 大崎市古川穂波４－１１－１ 畑山　春夫

000695001 エフワイ土木（株） 吹田市原町１－４－１３ 寺下　満

000696001 （株）エフワンエヌ 茨木市星見町２２－１１ 福原　忠彦

000697001 エボシ技工調査設計（株） 福山市引野町字中山１０４８－６ 仲井　久敏

000698001 エポネット（株） さいたま市中央区上落合５－１１－１４ 丸田　瑞絵

000699001 （株）エミネント京栄 南丹市八木町北屋賀國府３５ 國府　純

000700001 （株）エムアイタック 福岡市南区向野２－１０－３５ 齊田　浩二

000701001 （株）ＭＥ電工 高松市林町２９８－１ 竹内　浩幸

000702001 （株）ＭＡ設計事務所 高知市北川添１２－１９ 前田　雅幸

006109001 （株）エムエーシー 千代田区神田司町２－９－１ 奈良　昭仁

000703001 （株）ＭＳＫ さいたま市南区鹿手袋７－１１－１ 栗原　和子

000704001 （株）ＭＳプランニング 宮崎市大工３－９８ 奈須　敬丞

000705001 （株）ＭＸコンサルタント 高知市鴨部８９４－１３ 森田　真敏

000706001 （株）Ｍ・Ｎコンストラクション 大阪市平野区瓜破７－１－５ 西野　道子
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006361001 （株）ＭＭＣ 名古屋市中区葵１‐２０‐１９芝電ビル２階北号室 金村　龍徳

000707001 エム・エムトータルクリエイト（有） 大野市春日１６１－１２－１ 山田　文子

000708001 エム・エムブリッジ（株） 広島市西区観音新町１－２０－２４ 池浦　正裕

000709001 （株）エムエムワイコーポレーション 岡山市中区浜２－５－１６－３ 岡崎　芳枝

006145001 ＭＯＡ設計事務所 千葉市花見川区幕張本郷２－２８－８－３０３ 茂手木　喜一

000710001 （株）ＭＫＳ 枚方市北山１丁目５４番５５号 武藤　洋

000711001 （株）エムケーインデクト 木田郡三木町池戸甲６３９－１ 今中　健二

000712001 （株）エム・ケー・コンサルタント 福岡市博多区麦野６－１４－１９ 廣松　敏幸

000713001 （株）エム建築事務所 海老名市国分北１－４０－２１ 三河　樹

000714001 （株）エム・シー・アンド・ピー 大阪市北区中之島２－２－２　大阪中之島ビル１２階 上園　清一

000715001 （株）Ｍｓ 大阪市此花区島屋１－１－４０ 水谷　敢

000716001 エムツウ（株） 神戸市灘区六甲町３－５－７ 松岡　孝光

006156001 （株）エムツウ補償構造設計 さいたま市南区鹿手袋３－２２－２１ 松本　喜博

000717001 （株）ＭＴＳ雪氷研究所 杉並区成田東４－１９－１ 松田　益義

000718001 （株）エムテック 志木市本町４－１３－１－１１０３　志木ガーデンヒルズ 三上　和久

000719001 （株）エムテック 松山市津吉町１０５９番地 谷本　太志

000720001 （株）エム・テック さいたま市浦和区高砂３－７－２ 向山　照愛

000721001 エモーションクリエート（株） 摂津市正雀本町１－３６－２１ 土鼻　亜耶

005978001 （株）ＥＹＡＭＡ　ＣＬＥＡＮ たつの市新宮町井野原６８－１ 江山　元吉

000722001 （株）エル・アイ・シー 京都市南区東九条明田町２５－２ 松本　忠基

005827001 エルーグシステム（株） 品川区西五反田７－２２－１７　ＴＯＣビル８階 浮田　陽一

000723001 （株）ＬＡＵ公共施設研究所 新宿区山吹町３５２－２２ 山本　忠順

006735001 （株）エルエフ関西 摂津市庄屋１－８－１１ 山本　王明

000724001 （株）エルクコンサルタント 神戸市中央区御幸通４－２－９ 河野　陽子

000725001 エルゴテック（株） 横浜市西区みなとみらい３－６－３　ＭＭパークビル６階 山下　博幸

006667001 （株）エル設計 浦添市大平１－２－２０ 中島　鉄臣

000726001 （株）エルテック 姫路市北条永良町２４６ 中務　雅之

000727001 エレコン（株） 大阪市淀川区木川西３丁目６番４号 若松　正身

006614001 エレベーターコミュニケーションズ（株） 品川区南大井６－１６－１６　鈴中ビル大森３階 薄田　章博

005941001 （株）エレワーク 大阪市平野区平野南二丁目１番１０号 清水　祥之

000728001 （有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０ 芝間　俊也

000730001 （株）エンタコンサルタント 西脇市西脇２０５ 園田　純也

000731001 （株）遠藤克彦建築研究所 港区浜松町１－９－１１ 遠藤　克彦

000732001 （株）遠藤剛生建築設計事務所 大阪市北区紅梅町３－４ 遠藤　剛生

000733001 遠藤電気工事（株） 大阪市中央区上町１－１０－１３ 遠藤　宗快

000734001 遠藤塗装工業（株） 大阪市東成区東今里２－８－８ 遠藤　裕久

006760001 （一社）園Ｐｏｗｅｒ 渋谷区本町１－１８－３ 村上　美奈子

006288001 （株）円福寺 福山市東川口町４－１１－１６ 円福寺　雅之

000735001 （株）オアシス・イラボレーション 高知市針木東町２６－５４ 川渕　誉雄

005866001 （株）オイコスジャパン 加東市社７９６番地の３ 林　弘行

000736001 扇コンサルタンツ（株） 神戸市東灘区御影塚町２－２０－２０　向山ビル２階 田村　貴志

006027001 （株）桜電社 港区浜松町１－１１－６ 直井　信治

000737001 近江度量衡（株） 草津市東矢倉３－１１－７０ 田中　秀康

000738001 応用技術（株） 大阪市北区中崎西２－４－１２　梅田センタービル 船橋　俊郎

000739001 （株）応用気象エンジニアリング 豊島区駒込２－３－１ 安木　啓

000740001 応用計測サービス（株） 川口市本蓮１－１１－２１ 比留間　誠之

006090001 （株）応用生物 港区南青山４－１２－３ 橘　敏雄

000741001 応用地質（株） 千代田区神田美土代町７ 成田　賢

000742001 （株）オーイーエス 目黒区青葉台４－４－１２－９０２ 加藤　眞治

000743001 大井建設（株） 名古屋市西区上名古屋３－２０－２ 亀井　茂

000744001 大井工業（株） 神戸市兵庫区佐比江町３１ 大井　洋三

000745001 大石興業（株） 台東区台東２－２７－３　ＮＳＫビル８階 大川　斉

000746001 大石塗装（株） 北九州市八幡東区前田１－６－１ 大石　浩人

000747001 大井電気（株） 横浜市港北区菊名７－３－１６ 石田　甲

000748001 大岩塗装（株） 大阪市城東区成育２－５－１９ 大岩　三郎

000749001 （株）大岩マシナリー 大田区蒲田５－２８－４ 藤田　健太郎

000750001 オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド 千代田区富士見２－１０－２ 小栗　新

000751001 （株）大浦組 姫路市北平野５－５－７ 大谷　正人

000752001 （株）オーエーシー設計 品川区上大崎３－９－２ 相磯　真

000753001 （株）オーエス 堺市堺区西永山園６－３ 西田　茂弘

000754001 （株）オーエスピー 福岡市博多区博多駅南６－４－２２ 寸田　勝一

006768001 （有）ＯＭＫ 大阪市中央区南船場１－１７－１１　上野ＢＲビル 岡崎　芳郎

000755001 （株）大方電機 三条市興３－８－９ 大方　一

000756001 （株）大川技研 大分市大字鶴崎１８１０－１ 北川　大滋

000757001 （有）大木建設 徳島市飯谷町西沖野６番２－１ 大木　茂樹

000758001 大木建設（株） 江東区亀戸４－２２－１ 石川　徹

000759001 （株）大給組 姫路市林田町林谷２０－１ 大給　文子

000760001 （株）大串塗工 板野郡上板町瀬部字樫山４８６－１ 大串　昇

000761001 オーク設備工業（株） 中央区新川１－１６－３　住友不動産茅場町ビル 佐藤　公義
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000762001 大久保産業（株） 徳島市昭和町８－８ 大久保　重敏

000763001 大阪エンジニアリング（株） 大阪市西区九条南２－１８－１６ 中村　雄一

005843001 大阪ガスリノテック（株） 大阪市中央区備後町３－３－１５ 末澤　伸也

000764001 大阪技術管理（株） 大阪市浪速区元町１－５－７ 北川　アトエ

000765001 （株）大阪城口研究所 大阪市北区角田町２‐１５ 城口　俊雄

006173001 （株）大阪水道工業会研究所 大阪市北区天神橋３－６－２６ 中村　篤二

000766001 大阪造園土木（株） 大阪市北区堂山町１４ー２０ 阪口　昌行

000767001 大阪測量（株） 大阪市東住吉区今川８－１２－１８ 室矢　朋徳

006425001 （株）大阪ダイケンビルサービス 大阪市北区堂島１－５－１７ 出本　裕治

005853001 （株）大阪テクノクラート 堺市堺区四条通１－３ 峯　考弍

000768001 大阪電気機工（株） 大阪市生野区桃谷５－２－３ 杉浦　秀二

000769001 （株）大阪電業社 大阪市北区中津７－６－３０ 森　修造

000770001 大阪塗工（株） 尼崎市三反田町２丁目２番１９号 早瀬　利典

000771001 大阪特器設備（株） 大阪市住吉区大領４－７－２９ 坂本　弘幸

000772001 （株）大阪防水建設社 大阪市天王寺区餌差町７－６ 宇賀　良太

000773001 （株）大阪緑花 吹田市岸部北５－１－３ 柾木　潤一

000774001 （株）オージー塗装工事 大阪市城東区中浜３－２４－８ 杉野　政史

000775001 大字建設（株） 東かがわ市吉田６５８－１ 大字　徹

000776001 （株）オーシスマップ 養父市八鹿町八鹿１２６４－１１ 魚本　崇

006383001 大島建設（株） 名古屋市名東区猪子石原１ー１０１ 大島　和三

000777001 （株）大島産業 宗像市冨地原１７９１－１ 大島　環

000778001 大島造園土木（株） 名古屋市中区栄一丁目１０番３４号 大島　健資

000779001 大島電気（株） 下妻市長塚２６０－５ 大島　浩

000780001 （株）大島電機 三条市北新保２－４－３７ 土田　朋子

000781001 （株）大島塗装店 札幌市西区発寒３条２丁目４－１８ 大島　一哉

000782001 （株）大島不動産鑑定 大阪市中央区法円坂１－２－７ 大島　大容

000783001 オーシャンエンジニアリング（株） つくば市御幸が丘４３ 栗原　則男

000784001 （株）大城建設 尼崎市南塚口町７－４－１５－１０２ 大城　絹子

000785001 （株）大城工業所 尼崎市小中島２－６－１０ 徐　博史

006174001 （株）オオスミ 横浜市瀬谷区五貫目町２０－１７ 大角　武志

000786001 （株）大関工務店 尼崎市南武庫之荘１０－３－７ 大関　隆

006658001 大高理工（株） 大垣市桧町５１０－３ 林　秀典

000787001 （株）大滝工務店 舞鶴市字南田辺１２６－５ 大滝　雄介

000788001 （株）大竹組 名古屋市港区小碓２－２５２ 大竹　繁博

000789001 （株）大竹組 海部郡牟岐町大字中村字本村８５－１ 戎谷　一平

000790001 （株）大竹組 神戸市東灘区御影塚町３丁目１０－８ 大竹　茂

000791001 （株）大竹組 新居浜市庄内町６－６－２６ 大竹　崇夫

000792001 太田建設（株） 吉野郡十津川村小原３１５－２ 太田　知一

000793001 （有）太田ジオリサーチ 西宮市すみれ台３－１ 美馬　健二

006499001 （有）オオタ電業 真庭市本郷２０５３－９ 太田　就吉

000794001 太田土建（株） 南あわじ市志知中島９０３－２ 太田　光二

006133001 （株）大谷研究室 杉並区阿佐谷南３－３１－１３ 山本　敬則

000795001 大塚建設（株） 坂出市京町２－４－２８ 大塚　寿一

000796001 （株）大塚工務店 長浜市八幡東町４０ 大塚　英和

000797001 （株）大塚設計 能代市字一本木８２ 大塚　和行

005696001 大槻興業（株） 加賀郡吉備中央町北２７１６－１ 大槻　孝一

000798001 大坪建設（株） 八女市蒲原１３６３ 大坪　和也

006053001 （株）ＯＤＫ 松浦市御厨町里免８９０ 西川　祐一

000799001 （株）大歳組 庄原市東本町３－８－１７ 大歳　幹晴

000800001 オートマックスデザインワークス（株） 港区赤坂２－１０－１６ 長谷　良孝

000801001 （株）鳳建築設計事務所 松山市吉藤３－４－３ 小林　寛之

000802001 鳳工業（株） 大阪市此花区伝法４－３－５９ 齊藤　久克

000803001 鳳コンサルタント（株） 大阪市西区土佐堀１－４－８ 吉田　幸司

000804001 大浪電設（株） 大阪市浪速区大国２－８－１５ 柴田　憲志

006548001 （有）おおにし 徳島市名東町２丁目５８８の３ 大西　久

000805001 （株）大西組 郡上市白鳥町向小駄良１０１４番地の１ 佐藤　玄太

000806001 大西建設（株） 仲多度郡まんのう町中通１９４ 衣斐　恵美子

000807001 大西工業（株） 四国中央市豊岡町大町９１９番地 大西　秀樹

005470001 （株）大西熱学 墨田区緑１－１９－９ 大西　康仁

005717001 （株）大西東山造園 大阪市中央区博労町１－５－８ 大西　新

000808001 （株）大西屋 今治市町谷甲３２７－２ 西坂　哲紀

006360001 （株）大野 神戸市北区京地４－１８－１２ 西村　崇

005716001 オオノ開發（株） 松山市北梅本町甲１８４番地 大野　照旺

000809001 大之木建設（株） 広島市西区横川町２－１０－２１ 大之木　洋之介

000810001 大野建設（株） 行田市持田３－４－３ 大野　年司

000811001 大野塗装工業（有） 大分市大字下郡字高畑１７３８－３ 大野　鉄雄

000812001 （株）オオバ 千代田区神田錦町３－７－１ 辻本　茂

000813001 オーバーシーズ・ベクテル・インコーポレーテツド 千代田区丸の内２－２－３　丸の内仲通リビルヂング 宮崎　丈彦

000814001 大橋エアシステム（株） 福岡市中央区薬院２－３－４１ 井上　久行
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000815001 （株）オーパス 大阪市東住吉区中野４－４－３９ 澤田　明美

000816001 大畑建設（株） 益田市大谷町３６－３ 大畑　勉

000817001 大旗連合建築設計（株） 広島市中区大手町３－８－２４ 大旗　祥

000818001 （株）大林組 港区港南２－１５－２ 蓮輪　賢治

000819001 大林道路（株） 千代田区神田猿楽町２－８－８ 黒川　修治

000820001 （株）大原組 岡山市南区当新田１２８－２ 大原　智彦

000821001 大菱電気工業（株） 佐世保市俵町２４－２９ 山中　仁

000822001 （株）オービス 福山市松永町６－１０－１ 中浜　勇治

006170001 （株）オービット 福岡市博多区元町１－７－１２ 山田　益司

006010001 （株）オーヒュッテ組 大阪市北区天満４－１４－１９天満パークビル５０１ 大西　秀昭

005819001 （株）オープラス 江戸川区西葛西８－３－４ 茂山　起龍

000823001 大保電業（株） 広島市南区比治山本町１４－８ 藤井　悟

000824001 （株）大前建設 京都市伏見区竹田西内畑町１２４ 大前　太邦

000825001 （株）大前工務店 広島市西区己斐本町２－１２－３０ 大前　慶幸

006509001 （有）大前土木造園 三豊市高瀬町下勝間６５３－１ 大前　克行

006365001 大海電機（株） 防府市大字田島３３３－５ 田中　康一

000826001 大湊建設（株） 南国市前浜７４１－１ 常徳　満子

005723001 大宮建設（株） 大阪市鶴見区放出東２－３－２４－６０２ 川東　勝俊

000827001 （株）大村建築設計事務所 長浜市南呉服町７－１３ 大村　修

000828001 （有）大村電気工業所 阿波市市場町大俣字宇佐６１番地 大村　正人

000829001 大村電気工事（株） 福山市今津町４―６―１０ 大村　秀樹

000830001 （株）大本組 岡山市北区内山下１－１－１３ 三宅　啓一

005752001 大守建設（株） 赤磐市馬屋５９３ 大守　上司

000831001 大森建設工業（株） 岡山市北区今７－２３－１７ 大森　ひとみ

000832001 オオモリ工業（株） 姫路市砥堀８１番地５ 大森　栄介

000833001 （株）大森工務店 倉敷市水島西栄町１０番２０号 大森　一正

006533001 （株）大森工務店 加賀郡吉備中央町西９０７ 大森　一平

000834001 大森土木（株） 倉敷市徳芳１６７－３ 大森　剛

000835001 大矢建設工業（株） 三豊市財田町財田上３７８３ 岡崎　重昭

000836001 （株）大山建設 高島市安曇川町西万木５０４番地１ 大山　光善

000837001 大倭殖産（株） 奈良市藤ノ木台１－２－１５ 杉本　朝順

005586001 （株）オーライズ 岡山市北区平田１０２－１０５　２階 秋山　英俊

006074001 （株）オール 所沢市林１－１９４－４ 青木　啓之

000838001 （株）大和田建設 福井市大和田２ー１０６ 松田　眞弓

000839001 （株）岡憲塗装 岡山市南区浦安西町１３５－１４ 高橋　憲志

000840001 （株）岡工務店 神戸市兵庫区水木通４－１－１ 岡　栄治

000841001 岡崎建設（株） 西条市旦之上甲１４４６ 岡崎　寛賢

000842001 （株）岡崎工務店 松山市福音寺町２３９ 岡崎　智久

005979001 岡崎電工（株） 京都市下京区朱雀内畑町７ 岡崎　満

000843001 （株）小笠原設計 大阪市中央区北浜東２－１９ 辻　英明

000844001 小笠原電気（株） 有田郡有田川町上中島６８５－３ 小笠原　崇

000845001 （株）小笠原計器製作所 目黒区中央町１－５－１２ 野澤　侑司

006438001 岡三リビック（株） 港区港南１－８－２７ 小川　勝利

000846001 岡下建設（株） 阿南市津乃峰町東分１０８－１ 岡下　清一郎

000847001 岡田エンジニアリング（株） 神戸市長田区駒ケ林南町４－１１ 岡田　桂一

000848001 （株）岡田組 徳島市幸町１－４７－３ 岡田　英二郎

000849001 （株）岡田組 真庭市惣４８０ 岡田　曉

000850001 岡田工業（株） 四日市市日永東３－２－３９ 岡田　良太

000851001 （株）岡田植物園 岡山市東区久保３４５－６ 岡田　康志

006710001 （株）岡田新一設計事務所 文京区春日１－１０－１ 津嶋　功

000852001 岡田石材（株） 福山市新涯町４―１０―１１ 岡田　成弘

000853001 （株）岡田積算建築設計 広島市中区平野町１１－１２ 岡田　泰司

000854001 （株）岡田造園 神戸市北区大沢町市原１９番３ 岡田　充功

000855001 （株）岡田電気 大阪市東成区東今里２－１１－３０ 岡田　真典

006633001 岡田電業（株） つくば市上境３１１－１ 岡田　栄一

000856001 岡田電工（株） 加古川市東神吉町升田８４４ 岡田　亮一

000857001 オカツウエレクトロニクス（株） 岡山市北区今七丁目５番６号 吉井　佐智代

000858001 （株）岡野組 京都市左京区岡崎円勝寺町８５－４ 岡野　真之

000859001 岡野建設工業（株） 神戸市西区伊川谷町別府３４－３ 今中　大介

000860001 （株）岡部工務店 日立市多賀町２－１０－７ 岡部　英明

000861001 （株）オカムラ 横浜市西区北幸１－４－１天理ビル 中村　雅行

006468001 （株）オカムラ 弥富市佐古木６－２１６－２ 岡村　紀代

000862001 （株）岡本組 呉市安浦町中央１－３－１９ 岡本　弘之

000863001 （株）オカモト・コンストラクション・システム 尼崎市七松町２－２７－２３ 岡本　征夫

000864001 （株）岡本設計 和歌山市土佐町２－６１－９ 坂本　暁史

000865001 岡本設備（有） 尾道市高須町５７５０ 岡本　正也

000866001 オカモト電気（株） 西脇市高松町４６７ 林　一寿

006401001 （有）岡本電機商会 今治市高橋甲１４１ 岡本　直子

000868001 岡山機設（株） 岡山市南区浜野４－５－４ 新谷　龍一
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001662001 （公財）岡山県健康づくり財団 岡山市北区平田４０８－１ 松山　正春

006767001 岡山県総合技術コンサルタント事業（同） 岡山市北区今保１８５－８ 井上　元

000869001 （株）岡山工務店 中津川市福岡６８５－１ 岡山　彰宏

000870001 （株）岡山造園 岡山市中区江崎２１０ー６ 加藤　光男

005693001 岡山電気工事（株） 津山市勝部１７０４－１０ 市村　欣也

000871001 岡山電設（株） 綾部市里町大坂３３－２ 岡山　秀行

000872001 岡山道路興業（株） 岡山市南区福成１－１７４－４ 銅山　博文

000873001 （株）小川建設 新宿区四谷１－４ 田下　宏彰

000874001 （株）小河建築設計事務所 大阪市中央区瓦町３－３－７　瓦町ＫＴビル 瓜生田　尚彦

000875001 （有）小川工務店 越智郡上島町弓削鎌田２３７ 小川　俊治

006629001 小川造園（有） 板野郡北島町鯛浜字原４０ 小川　正之

006266001 小川電機工事（株） 交野市星田北５－２１－５ 瀬川　正則

006071001 （株）小川電気商会 綴喜郡井手町大字井手小字北猪ノ阪６番地 小川　督

000876001 （株）小川電設 尼崎市西難波町２ー４ー２７ 小川　元

000877001 （株）小川不動産鑑定 広島市中区八丁堀７－２ 小川　和夫

000878001 ＯＫＩクロステック（株） 中央区晴海１－８－１１　晴海トリトンスクエアＹ棟２６階 竹内　敏尚

000879001 （株）オキココーポレーション 大阪市北区国分寺１－３－４ 古川　英輔

000880001 （株）沖潮開発 京都市左京区岩倉南池田町７７ 沖潮　吉績

000881001 （株）沖電気カスタマアドテック 江東区木場２－７－２３ 毛利　誠二

000882001 沖電気工業（株） 港区虎ノ門１－７－１２ 鎌上　信也

000883001 （株）おきなわ浄環技建 那覇市字銘苅３２２－５マエシロビル２０１号 座間味　唯康

000884001 （株）沖縄浄環センター 沖縄市八重島２－１３－９ 西平　守利

000885001 （株）沖縄探査開発 宜野湾市伊佐３－２９－２ 瑞慶覧　朝哲

000886001 （株）沖縄地所鑑定 那覇市牧志１－９－８ 秋田　稔

000887001 （株）荻野工務店 丹波市市島町与戸３５８ 荻野　俊博

000888001 奥アンツーカ（株） 東大阪市長田東３－２－７ 奥　洋彦

000889001 奥儀建設（株） 東近江市岡田町８１－１ 奥　宗利

000890001 （株）奥水道商会 洲本市上物部１－９－９ 奥　泰宏

005911001 （株）オクダ 高市郡明日香村大字飛鳥５１ 奥田　隆英

000891001 奥滝電気（株） 京丹後市網野町浅茂川２８４番地 奥野　美智惠

006441001 （株）奥田工務店 蒲生郡日野町松尾五丁目１番地 北川　昭市

006497001 奥田商工（株） 貝塚市澤１２８２ 奥田　康雅

005860001 奥谷電機（株） 京都市中京区富小路通錦小路上ル高宮町５９５ 奥谷　正吾

006114001 （株）オクテムデザイン 渋谷区神宮前 奥村　徹

000892001 （株）奥野組 岡山市北区北方１－１－６ 奥野　一三

000893001 （株）奥村組 大阪市阿倍野区松崎町２－２－２ 奥村　太加典

000894001 （株）奥村組 大津市下阪本３－５－３２ 奥村　昇

000895001 奥村組土木興業（株） 大阪市港区三先１－１１－１８ 奥村　安正

000896001 奥村建設（株） 岡山市北区南方一丁目５番２号 奥村　茂

000897001 （株）奥村建設工業 東大阪市菱江３丁目１０番１０号 奥村　孝治

006683001 （株）奥村設計事務所 名古屋市名東区上社４－３１－１ 奥村　真次

000898001 （株）オクムラ道路 大阪市港区弁天６－１－３ 山口　修

000899001 （株）小倉組 岡山市中区赤田８５ 小倉　俊彦

000900001 （株）小倉組 摂津市鳥飼野々１－２６－３ 小倉　道夫

000901001 小倉建設（株） 羽咋市柳橋町五俵刈５ 小倉　一夫

000903001 （株）小掠塗装店 大阪市大正区泉尾３－１８－９ 小掠　武志

000902001 小倉緑化工業（株） 羽咋市兵庫町レ２６番地１ 小倉　一朗

000904001 （株）おごせ電機 板野郡藍住町矢上字北分８８ 生越　久敏

006524001 （株）オサカ興業 仲多度郡まんのう町炭所西１０２２ 苧坂　博文

000905001 尾崎建設（株） 高知市八反町２－９－８ 尾崎　盛裕

006530001 （株）尾崎建設 奈良市古市町１３７６－１ 尾崎　充隆

000906001 （有）尾崎測量設計 橋本市隅田町山内１４４６－２ 尾崎　好克

000907001 （株）尾崎塗装工業 高知市南ノ丸町４０－４ 尾崎　清志

006513001 （株）オスカー 枚方市山田池東町３４－１６ 赤松　昌一朗

000908001 小田開発工業（株） 佐伯市大字海崎８４８－１ 小田　剛史

000909001 （株）小田組 井原市芳井町川相２３０－２ 小田　竜平

000910001 オダコーポレーション（株） 倉敷市福田町古新田７６８－１９ 小田　和幸

000911001 小田鐵網（株） 名古屋市中川区松葉町３－４１ 成田　昭雄

000912001 （株）小田平建設 出水市武本５１３－１ 小田平　清孝

000913001 （株）越智工務店 西宮市名塩３－６－１ 越智　安雄

005468001 （有）越智巧商店 今治市上浦町井口６６５６ 越智　傳

000914001 越智電気工事（株） 今治市クリエイティブヒルズ２番地８ 續木　雅之

000915001 越智電機産業（株） 今治市常盤町５－１－４ 越智　亮平

000916001 落葉建設（株） 岡山市北区田中１６６－１１３ 落葉　征志

000917001 音羽電機工業（株） 尼崎市潮江５－６－２０ 吉田　修

000918001 （株）小野建築設計 京都市西京区大原野上里南ノ町１０ 小野　富雄

006416001 小野興業（株） 東大阪市瓜生堂３－８－１３奥田ビル２Ｆ 小野　智彦

000919001 （株）小野設計 姫路市神子岡前１－２－１　神子岡エイト 大西　久樹

000921001 小野田ケミコ（株） 千代田区神田錦町３－２１ＪＰＲクレスト竹橋ビル７階 井上　勝己
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000922001 （株）小野田工務所 岡山市北区辰巳４２－１０２ 天野　公雄

000923001 小野電設（株） 大分市横尾東町三丁目１１番６号 小野　圭太

005804001 小畠水道（株） 南あわじ市賀集福井４６９－１ 小畠　ふじゑ

000924001 小畠電工（株） 南あわじ市賀集福井４６９－１ 小畠　大介

000925001 （有）尾花工業 阿波市阿波町南整理２００－１４ 尾花　明広

000926001 （株）オフィスインテリア 大阪市都島区東野田町４丁目１番１０号 木嶋　宏

000927001 （株）オプティマ 高松市高松町８７６－９ 小川　隆

001560001 （株）オプテージ 大阪市中央区城見２－１－５ 荒木　誠

000928001 おべ工業（株） 新居浜市菊本町２－１４－１ 尾部　光太郎

000929001 オムロンソーシアルソリューションズ（株） 港区港南２－３－１３ 細井　俊夫

000930001 オムロンフィールドエンジニアリング（株） 目黒区三田１－６－２１　アルト伊藤ビル 四方　克弘

000931001 （株）表鉄工所 旭川市永山北３条７丁目２番地 表　実

000932001 小柳建設（株） 三条市東三条１－２１－５ 小柳　卓蔵

006752001 （有）オヤマツ設計事務所 新潟市中央区美咲町１－１８－２５ 中野　元

000933001 （株）オリエンタルコンサルタンツ 渋谷区本町３－１２－１ 野崎　秀則

000934001 オリエンタル白石（株） 江東区豊洲５－６－５２ 大野　達也

000935001 オリエンタル・テクノ（株） たつの市御津町苅屋１２０３－８ 西畠　泰司

001321001 （株）オリエントアイエヌジー 長崎市馬町５５ 中島　靖人

000936001 （株）オリエントサービス 杉並区上高井戸３－６－９ 小澤　雅也

006624001 オリエント産業（株） 福岡市中央区舞鶴１－４－１９ 今浪　健治

000937001 オリエントハウス（株） 京都市中京区西ノ京東中合町４２番地 川畑　善広

000938001 オリオン建設（株） 大阪市都島区片町１－４－１２ 樋上　雅一

000939001 オリジナル設計（株） 渋谷区元代々木町３０－１３ 菅　伸彦

000940001 折田建設（株） 淡路市釜口６３９－１ 折田　修作

000941001 （株）オリヂナル電設 京都市中京区西ノ京南原町５３－３ 高田　政孝

000942001 （有）折原不動産鑑定事務所 大分市生石港町２－７－１６ 折原　修己

006186001 （株）織本構造設計 新宿区西五軒町１３－１住友不動産飯田橋ビル３号館７階 中村　幸悦

000943001 （株）オリンピアコンサルタント 大垣市小野４－４０－１ 長瀬　功一

000944001 オルガノ（株） 江東区新砂１－２－８ 内倉　昌樹

005718001 （株）温調サービス 神戸市須磨区白川台６－１２－５ 井上　孝

000945001 （株）オンテックス 大阪市浪速区湊町２－２－４５ 小笹　公也

005956001 （株）オンライン企画 さいたま市南区別所３－１７－２４　岡安ビル２階Ａ号室 値賀　信彦

006301001 （株）カーサ・プランニング 大阪市天王寺区細工谷１－１０－１３－１Ｆ 森原　誠

000946001 （株）ガーデンエステート 大阪市淀川区東三国６－７－１６ 笹井　美智子

001069001 （株）ガーデン二賀地 仙台市青葉区上愛子字遠野原３４－１ 田中　穂光

000947001 （株）ガイアート 新宿区新小川町８－２７ 山本　健司

004883001 （株）カイシン工業 倉敷市東塚４－１２－３７ 三宅　一成

000948001 開成建設（株） 長浜市八幡中山町６２０－１ 益田　貴夫

000949001 開成工業（株） 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 西本　光宏

000950001 （株）偕設計 大阪市福島区福島６－９－１１ 山口　登司

000951001 （株）戒田商事 松山市井門町１９０ー１ 戒田　督

000952001 （株）貝塚工務店 高砂市末広町４番１号 京谷　歳平

000953001 （株）カイデン 江戸川区篠崎町６－２１－１８ 川村　廣

006104001 （株）海渡設計 福岡市東区名島２－２－８ 野田　誠一

000954001 （株）カイハツ 出雲市塩冶町２９６－３ 三代　幸治

000956001 開發（株） 秋田市川尻町字大川反１７０―１９１ 開發　邦彦

000955001 開発エンジニアリング（株） 台東区北上野２－６－４ 加々見　雅章

000957001 （株）開発コンサルタント 鳥取市南吉方１－１０３ 上田　順孝

000958001 開発虎ノ門コンサルタント（株） 豊島区南大塚３－２０－６ 白鳥　愛介

000959001 （株）開敷 岡山市南区妹尾３７２９－４ 佐藤　彰弘

000960001 （株）カイヤマグチ 姫路市飾西６０－２ 山口　政勝

000961001 海洋エンジニアリング（株） 台東区台東４－２８－１１ 鬼頭　毅

000962001 海洋建設（株） 倉敷市大畠１－６－１２ 片山　真基

000963001 （株）海洋生態研究所 豊中市原田元町３－３－４ 長井　隆一

000964001 海洋プランニング（株） 浦添市前田３－２－１ 玉置　照夫

000965001 （株）皆楽園 熊本市中央区萩原町６－２１ 吉村　昌洋

000966001 （株）化学分析コンサルタント 板橋区舟渡１－７－３ 浅利　健二

000967001 （株）加賀田組 新潟市中央区万代４丁目５番１５号 市村　稿

000968001 （株）香川クリエイト 高松市鶴市町１４１７－２ 大原　英樹

000969001 （株）香川建設 坂出市加茂町５４１－２ 香川　聡

000970001 香川舗道（株） 小豆郡小豆島町片城甲４４－２１０ 片山　克彦

000971001 （有）カギ錠 福山市野上町３－１－５ 仁熊　啓二

000972001 （株）鍵田組 尼崎市崇徳院２－５５ 鍵田　智嗣

000973001 柿本工業（株） 大阪市東住吉区中野１－１４－２４ 松本　順子

000974001 （株）柿本工務店 大津市皇子が丘一丁目 柿本　直樹

000975001 （株）柿本商会 金沢市藤江南２－２８ 柿本　一如

005950001 鶴栄建設（株） 大阪市鶴見区緑１－１７－４ 秋元　剛

000976001 隔測計装（株） 福岡市南区寺塚１－２８－５ 鹿林　康男

000977001 岳大土木（株） 町田市山崎町１６３５番地 佐々木　信幸
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000978001 （株）角田設備 大津市衣川３－４－５６ 角田　又広

000979001 画地測量設計（株） 目黒区原町１－１２－１２ 加藤　誠一

000980001 （株）覚堂 浜松市東区流通元町１２－１ 水野　覚

000981001 （株）覚堂環境エンジニアリング 袋井市村松４２８－１ 水野　憲司

000982001 （株）角野商店 松原市西大塚１－２－２１ 角野　光俊

000983001 格正建設（株） 広島市南区東雲本町１－３－１９ 中村　吉雄

000984001 （株）格和測量設計 矢板市鹿島町６－１７ 格和　弘

005980001 影近設備工業（株） 京都市左京区北白川西町８３ 影近　義之

000985001 （株）加古川組 加古川市加古川町本町１７２－１ 川守　哲也

000986001 （株）鹿児島環境測定分析センター 鹿児島市谷山港２－５－１１ 東　正樹

006515001 カゴシマロック（株） 鹿児島市川上町３０８４－１ 片平　忠一郎

000987001 （株）籠谷 高砂市荒井町御旅２－１－１７ 小畑　成久

005754001 （株）カサイ 新潟市秋葉区川口５７８－２３ 笠井　信一

000988001 （株）カザケン 倉敷市真備町箭田８６２－１２ 渡邉　普介

000989001 （株）風早 総社市真壁１２３－３ 風早　秀義

000990001 （株）笠原組 岡山市南区大福２７７ 笠原　昭広

006607001 カザマ電気工業（株） 京都市西京区上桂東ノ口町１９９ 高橋　範寿

000991001 （株）香椎造園 福岡市東区唐原１－２－１ 永松　睦雄

000992001 （株）カジオカＬ．Ａ 広島市安佐北区口田南７－７－２３ 梶岡　幹生

000993001 梶岡建設（株） 真庭市上市瀬１６６ 梶岡　秀成

000994001 （株）鍜治田工務店 大阪市中央区伏見町３－２－６ 鍜治田　八彦

000995001 カジノン（株） 岡山市北区番町１－１１－２５ 石井　貴朗

000996001 梶原工業（株） 丸亀市大手町３－１２－１－１０９ 植田　敏弘

000997001 鹿島環境エンジニアリング（株） 港区元赤坂１－５－３１　新井ビル 新川　隆夫

000998001 鹿島建設（株） 港区元赤坂１－３－１ 天野　裕正

000999001 鹿島建物総合管理（株） 新宿区市谷本村町２－１　クイーポビル 山本　和雄

001000001 鹿島道路（株） 文京区後楽１－７－２７　後楽鹿島ビル　８Ｆ 吉弘　英光

001001001 カジマ・リノベイト（株） 新宿区住吉町１－２０ 西村　佳也

001002001 （株）梶村造園 松山市古川北４－５－１５ 梶村　雄司

005679001 カシワギ電気（株） 名古屋市東区東桜２－３－２２ 柏　太輔

001003001 （株）カシワバラ・コーポレーション 岩国市山手町１－５－１６ 柏原　伸介

001004001 柏原建設（株） 加西市東剣坂町５８１－２ 柏原　修平

001005001 梶原塗装（株） 北九州市八幡東区中央３－８－３１ 梶原　富子

001006001 春日緑地建設（株） 高松市春日町１８６－１ 岡野　浩城

006429001 粕川商事（株） 揖斐郡揖斐川町脛永１６４７番地１ 宗宮　なほみ

001007001 （有）ＫＡＺＵ空調 高松市林町６－８ 木村　和宏

001008001 （株）和建設 大阪市東成区神路１－１２－２ＮＤビル４０６号 中村　和彦

001009001 （有）和建築設計事務所 防府市駅南町４－１２－２０１ 原田　和彦

006200001 （有）和建築設計事務所 塩尻市大字広丘高出字西原１９５５番３ 青木　和壽

001010001 カズコーポレーション（株） 福岡市早良区百道浜３－９－３３－２４０９ 金原　和義

001011001 （株）加世田組 大阪市東住吉区中野２－７－２３ 加世田　宗弘

001012001 片岡工業（株） 新見市新見３２５ 片岡　精一

006415001 （株）片桐建設 伊那市福島１４７１ 武田　健

001013001 片島塗装（株） 北九州市八幡東区松尾町１４－１８ 片島　英二

001014001 片野建設（株） 香取市与倉９１７ 片野　茂

001015001 （株）交野興業 枚方市東香里元町４－５ 浅田　一宏

001016001 （株）片平新日本技研 文京区小石川２－２２－２ 保崎　康夫

001017001 （株）片山組 新宿区新宿６－２２－１３ 舩越　俊光

001018001 （株）片山工務店 倉敷市神田４－１０－１５ 片山　恭一

001019001 （株）加地工務店 中津川市付知町６０５４番地 加地　宣彦

001020001 （株）価値総合研究所 千代田区大手町１－９－２ 桐山　毅

001021001 勝井建設（株） 岩国市通津２３９６ 勝井　優

001022001 （株）勝島製作所 葛飾区白鳥４－１６－１８ 稲谷　栄己

001023001 勝原塗装（株） 富山市高畠町２－１２－３１ 勝原　幹裕

001024001 （株）勝見電気工業 高松市生島町６０２－３ 勝見　明

005747001 （株）勝本工務店 熊本市中央区世安町３５１ 甲斐　繁光

006602001 （株）勝山組 津山市上河原５１７－６ 勝山　敏

001025001 （株）勝山水道工業所 松山市三町３－３－３４ 吉岡　大

006372001 葛城（株） 熊本市中央区新大江３－５－１６ 辻川　大広

005632001 （株）桂組 高松市新田町甲１９１８－１ 多田　成延

006511001 桂興産（株） 江戸川区春江町３－２２－１８ 潟田　憲明

001026001 （株）カデックス 神戸市兵庫区東山町１－１１－２ 河野　貴司

006237001 ガデリウス・インダストリー（株） 港区赤坂７－１－１ ヨスタ・ティレフォーシュ

001027001 （株）加藤組 横浜市西区みなとみらい２－２－１ 齋藤　寛

001028001 （株）加藤組 三次市十日市東１－８－１３ 加藤　修司

001029001 （株）加藤建設 海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場１９－１ 加藤　明

005935001 加藤建設（株） 揖斐郡揖斐川町春日小宮神１１５８－１ 森　晃廣

001030001 （株）加藤建築事務所 姫路市南今宿３－１９ 内海　秀明

001031001 （株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６－１０ 加藤　義道
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001032001 （株）加藤電気工業所 北区王子本町１－４－１３ 加藤　浩章

001033001 加藤塗装（株） 足立区西新井栄町２－９－５ 加藤　千明

001034001 （株）カトービルドシステム 昭島市宮沢町１－１－５ 加藤　潤児

006628001 カド建（株） 松山市居相３－１４－１８－２Ｆ 廉川　剛

001035001 （株）ガド建築設計事務所 佐久市中込７２６－１ 新井　竹夫

001036001 （株）門屋組 松山市吉藤３丁目２番１号 門屋　光彦

001037001 角谷産業（株） 和歌山市加納４６０－６ 角谷　利佳

001038001 （株）カナエジオマチックス 名古屋市中区千代田１－１２－５ 飯谷　哲矢

001039001 （株）カナヱ商会 枚方市香里ヶ丘３－８－４２ 鼎　愛子

001040001 （有）カナオカ 京都市南区上鳥羽馬廻２８番地 金岡　一美

001041001 （株）金岡光輝園 淡路市志筑２２１９ 金岡　秀和

006073001 （株）神奈川ナブコ 横浜市西区花咲町７－１５０ 原　信治

001042001 （株）神奈川フェンス土木 横浜市戸塚区汲沢町３０２ 大関　隆吾輝

001043001 （株）カナコン 横浜市瀬谷区三ツ境２－２４ 大木　唯嘉

001044001 （株）金沢設計事務所 大阪市天王寺区生玉前町３－２５ 金澤　実

001045001 （株）金沢電機 大阪市平野区長吉出戸２－４－３８ 金沢　浩樹

001046001 （株）カナック 高松市三谷町１３６ 石橋　雄二

001047001 （株）カナデン 中央区晴海１－８－１２トリトンスクエアＺ棟 本橋　伸幸

001048001 （株）金丸工務店 三豊市豊中町本山甲８５３－６ 藤田　薫

001049001 要建設（株） 京都市中京区西ノ京馬代町１９ 三輪　泰之

006168001 かなめ測量（株） つくば市要４５８－１ 高島　和宏

001050001 （株）金山組 尼崎市武庫之荘３－８－６ 金山　和晃

001051001 金山建設工業（株） 尼崎市南武庫之荘３－３－８ 金山　幸司

001052001 （株）カナン・ジオリサーチ 松山市今在家２－１－４ 篠原　潤

001053001 可児建設（株） 小牧市小牧５－７１１ 可児　憲生

006535001 （株）カネクラ 越谷市蒲生愛宕町１１－３４ 植竹　完治

001054001 兼子建設（株） 板野郡松茂町長原１３６ 吉崎　高市

006711001 （株）金子設計 狭山市富士見２－２１－５ 金子　和已

001055001 カネコ塗装工業（株） 新宿区早稲田町９ 金児　正夫

001056001 （有）カネサダ設備 真庭市月田２０１５－１ 金定　延昌

001057001 金下建設（株） 宮津市宇須津４７１－１ 金下　昌司

006330001 （株）金総 尼崎市今福１－１－１４ 金子　智行

006583001 （株）カネダ温調設備 周南市西松原一丁目１番１０号 兼田　公敏

001058001 兼徳建設（株） 徳島市吉野本町６－６ 兼子　義信

006379001 （有）兼平 国立市谷保７－２７－２ 兼平　信弘

001059001 金政興業（株） 豊中市名神口１丁目１４番６号 金田　正雄

001060001 （株）カネヤマ 大阪市中央区糸屋町２ー４ー１２ 金山　栄一

001061001 （株）かねわ工務店 京都市中京区車屋町通り丸太町下ル砂金町４０３番地 田丸　政則

001062001 和建設（株） 高知市北本町４－３－２５ 中澤　陽一

001063001 （株）和コンサルタント 徳島市春日１－６－９ 水上　博史

001064001 （株）加納屋建設 尾道市因島重井町５８００－４６ 村上　龍雄

001066001 株木建設（株） 水戸市吉沢町３１１－１ 株木　康吉

001074001 株本建設工業（株） 美方郡新温泉町芦屋３３８－１ 株本　寛

001075001 壁巣建設（株） 郡山市開成五丁目１２番９号 壁巣　達弥

001076001 鎌長製衡（株） 高松市牟礼町牟礼２２４６ 鎌田　長明

001077001 （株）鎌電 京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 鎌谷　裕介

001078001 （有）鎌野造園 高松市三谷町８４－１ 鎌野　良

001079001 上内電気（株） 福岡市中央区舞鶴３－６－２３ 境　のり子

005891001 （株）神内電機製作所 大阪市淀川区田川二丁目５－３１ 神内　権三郎

001080001 （株）上岡工務店 高知市縄手町４０－４ 上岡　武司

005874001 （株）神開発 松山市溝辺町甲２３３－２０ 三神　二郎

001081001 （株）上垣組 東広島市西条町田口１４３７ 上垣　健

001082001 （株）上香建設 五條市西吉野町和田２８４－３ 上村　貴也

001083001 （有）紙川防水興業 神戸市長田区東尻池町４－１－２５ 紙川　勝見

001084001 カミ橋梁工事（株） 大阪市東住吉区杭全６－２－２０ 堂上　雄一

001085001 （株）上組 神戸市中央区浜辺通４－１－１１ 深井　義博

001086001 （株）神島組 西宮市甲風園３－９－５ 神島　昭男

001087001 （株）紙谷工務店 吹田市江坂町３－３－１ 紙谷　繁夫

006015001 カミノ建設（株） 向日市物集女町森ノ上１１－６ 神野　惇

001088001 上藤宗（株） 徳島市不動東町４－１５３３ 藤原　宗三

001089001 （株）上村組 香芝市旭ケ丘１－３１－１ 上村　智津子

001090001 （株）亀井組 鳴門市撫養町立岩字七枚１１４ 朝野　佳伸

006670001 （株）かめお設計 高知市一ツ橋町２－５３－２ 亀尾　明宏

006786001 亀川設備工業（株） 西条市高田４９３－３ 亀川　繁和

006181001 カメケン　アーキテクト　一級建築士事務所 東津軽郡平内町大字清水川字大川添１７ 亀田　進之助

001091001 亀田コンストラクト（株） 大阪市鶴見区焼野２－１０－３ 亀田　伸治

001092001 亀山建設（株） 丸亀市郡家町２７０７－１ 高岸　昂右

001093001 （有）亀山工務店 丸亀市田村町６５９番地 亀山　秀基

001094001 鴨島造園土木（株） 吉野川市鴨島町上浦７８３ 近久　育雄
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001095001 （株）香山組 尼崎市東難波町５－３１－２０ 香山　昌哉

001096001 カヨー建設（株） 加賀郡吉備中央町湯山６１－１ 高森　壮一郎

006694001 （株）唐澤・山下建築設計事務所 大阪市中央区高麗橋１－５－７ 唐澤　繕宏

001097001 カラタニエンジニアリング（株） 尼崎市玄番南之町４ 柄谷　順一郎

001098001 （株）柄谷工務店 尼崎市玄番南之町４ 柄谷　順一郎

001099001 カラヤエンジニアリング（株） 坂井市坂井町下関１３－９－１ 藤本　淳一

001100001 （株）苅田組 玉野市田井２－４５４８ 安田　和徳

001101001 苅田建設工業（株） 尼崎市平左衛門町１８－３１ 苅田　孝太郎

001102001 狩谷電機（株） 石岡市国府１－６－２４ 狩谷　康夫

005976001 （株）ガリレオ 八王子市横山町５番１５号 佐藤　弘和

001103001 （株）カワイ 倉敷市早高１１８－１ 原　和夫

001104001 河井建設工業（株） 広島市西区福島町２－１４－１３ 河井　光誠

001105001 （有）カワイ設計 佐用郡佐用町本位田甲４３１ 小田　裕章

001106001 川一級建築事務所 和歌山市鳴神１０４６－５ 川　広樹

001107001 （株）河合塗研 神戸市北区道場町塩田１９５７－１１ 河合　将人

001108001 （有）川上建設 沖縄市照屋１－２５－１ 川上　勝弘

001109001 （株）河上工務店 今治市南宝来町３－４－５ 河上　亮一

001110001 川上塗建（株） 大阪市生野区巽東２－８－３２ 川上　義隆

001111001 河木興業（株） 豊田市四郷町下古屋６０－１ 河木　善照

001112001 川岸電気工事（株） 大阪市淀川区西宮原２－６－２５ 川岸　秀夫

001113001 川北電気工業（株） 名古屋市中区栄４－６－２５ 大津　正己

001114001 （株）川北電工 鹿児島市東開町４－７９ 田中　陽一郎

005994001 （有）カワグチ 名古屋市南区戸部町２－４８－３ 福岡　由高

001115001 （株）川口建設 枚方市町楠葉１６６ 川口　敦正

006246001 （株）川建設計 徳島市川内町小松東７５－８ 川端　壮一郎

001116001 （株）川建築事務所 有田郡広川町大字広４９３－８ 川　宗一

001117001 かわさき（株） 山陽小野田市高千帆２－１－７ 川嵜　幸雄

001118001 （株）河崎組 広島市東区牛田新町２－４ー１９ 奥田　耕一

001119001 川崎興業（株） 大阪市中央区大手前１－３－５９ 藤本　和久

001120001 （株）カワサキコーポレーション 下関市長府港町７－１７ 河崎　哲昇

001121001 川崎重工業（株） 港区海岸１－１４－５ 橋本　康彦

001122001 川崎設備工業（株） 名古屋市中区大須１－６－４７ 廣江　勝志

001123001 川崎地質（株） 港区三田２－１１－１５ 栃本　泰浩

001124001 川鹿電機（株） 徳島市津田海岸町２番６８号 河野　久義

001125001 （株）川下建設 西条市新田２１５－１ 川下　征英

001126001 （株）川嶋建設 豊岡市寿町１１－３５ 川嶋　実

001127001 川重冷熱工業（株） 草津市青地町１０００ 篠原　進

001128001 （株）川瀬電気工業所 名古屋市昭和区鶴舞３－１６－３０ 鈴田　正道

006209001 川田靖建築設計事務所 神戸市西区春日台９－１１－５８ 川田　靖

001129001 川田建設（株） 北区滝野川６－３－１ 川田　琢哉

001130001 （株）カワダ建設 赤磐市桜が丘西２―７―１５ 川田　晴康

001131001 川田工業（株） 南砺市苗島４７６０ 川田　忠裕

001132001 （株）川田正樹園 大阪市平野区平野西４－８－３－４０５ 川田　康之

001133001 （株）河内設備工業 明石市二見町西二見七五七の一 河内　祥晃

001134001 川西土木（株） 西宮市西宮浜２－２１ 島田　佳春

001135001 河野建設（株） 徳島市中昭和町５－５１－２ 河野　巧

001136001 河野電気（株） 大分市田室町８－３３ 南　公憲

001137001 （株）川原建設 中津市耶馬溪町大字樋山路３８ 川原　修幸

001138001 （有）川人造園土木 徳島市上八万町川北２４２ 川人　克男

001139001 河政建設（株） 広島市西区福島町２－１９－５ 杉本　政善

001140001 （株）川又感光社 水戸市五軒町１－５－４８ 川又　俊之

001141001 （株）川見建設 豊岡市出石町町分２５２ 川見　敏之

001142001 （株）カワムラ 坂出市昭和町１－４－３０ 河村　正志

001143001 河村商事（株） 岡山市中区桑野５１１－１ 河村　秀徳

001144001 河本興業（株） 枚方市中宮西之町３－８ 河本　能久

001145001 川本工業（株） 横浜市中区寿町２－５－１ 川本　守彦

001146001 川本サービス（株） 文京区小石川５－３２－８ 高津　悟

001147001 （株）河本総合防災 相模原市中央区鹿沼台２－１－３ 河本伊久雄

001148001 （株）環ヴィトーム 大分市荷揚町１０－１３ 松本　克哉

001149001 （株）環境アセスメントセンター 静岡市葵区清閑町１３－１２ 河合　恒一

001150001 （株）環境開発 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 牟田　義彦

006555001 （株）環境開発 高知市布師田１５８１－５ 西澤　祥子

005660001 （株）環境開発公社 広島市西区南観音６ー１２ー２１ 栗本　貴志

001151001 （株）環境管理センター 八王子市散田町３－７－２３ 水落　憲吾

001152001 （株）環境技研 杉並区南荻窪４－１１－１０ 古畑　大志

005875001 （株）環境技研 郡山市安積町日出山１－７１ 松浦　裕一

006099001 （株）環境技術研究所 足立区江北２－１１－１７ 小林　知久

001153001 （株）環境・グリーンエンジニア 千代田区神田須田町２－６－５ 杉浦　力

005737001 （株）環境クリーンサービス 和歌山市出島５－６ 大島　たみ恵
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001154001 環境計測（株） 京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４ 品川　武志

006171001 （株）環境・建築研究所 京都市左京区吉田河原町１４ 岡部　惠一郎

001155001 （株）環境公害研究センター 金沢市金石北３－１３－１７ 中田　憲幸

001156001 （株）環境施設 福岡市西区小戸３ー５０ー２０ 田中　直継

006178001 （株）環境指標生物 新宿区岩戸町１８ 高木　圭子

001157001 （株）環境清美 明石市魚住町金ケ崎３５２－１ 西岡　正行

001158001 環境設計（株） 大阪市中央区久太郎町１－４－２ 中野　晋

001160001 （株）環境総合リサーチ 宇治市宇治小桜２３ 竹松　伸一郎

006657001 （株）環境地質 川崎市川崎区貝塚１－４－１５ 稲垣　秀輝

001161001 環境テクノス（株） 京都市伏見区中島河原田町３０ 武藤　大志郎

001162001 （株）環境デザイン研究所 港区六本木５－１２－２２ 仙田　順子

006159001 （株）環境と開発 熊本市東区錦ケ丘３１－１４ 田邉　陽介

001163001 環境都市設計（株） 長野市大字鶴賀田町２３９６－１ 伴野　節男

001164001 （株）環境分析センター 松山市山田町乙２２５－９ 鵜久森　政則

001165001 （株）環境防災 徳島市鮎喰町１－５７ 藤好　一男

001166001 環境保全（株） 平川市松崎西田４１－１０ 竹内　司

001167001 （株）環境緑地設計研究所 神戸市中央区海岸通２－２－３　サンエービル 松下　慶浩

001168001 （株）環研 千代田区神田錦町１－４－８ 近藤　寛

001169001 （株）カンケン 坂出市江尻町１５２５－７ 羽原　龍正

001170001 （株）環研究所 大阪市淀川区西中島６－８－２０ 大石　博

001171001 （株）かんこう 大阪市城東区野江１－１２－８ 越村　雅人

006091001 （有）関工建設コンサルタント 加古川市野口町水足９４２－１ 松尾　琢磨

001172001 （株）菅工務店 新居浜市本郷２‐１‐１０ 菅　公逸

001173001 （株）カンサイ 防府市仁井令町８－３０ 栗林　末成

001174001 関西植木（株） 大阪市西区千代崎２－２２－２１ 坂上　民雄

001175001 関西エイト（株） 大阪市西淀川区竹島３－１０－８ 安村　芳一

001176001 （株）関西エンジニアリング 姫路市飾磨区野田町１６９ 阿曽　一司

001177001 （株）関西エンジニヤリング 神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 土橋　傑

001178001 関西化工建設（株） 神戸市東灘区深江浜町１４－４ 妹尾　功

001179001 （一財）関西環境管理技術センター 大阪市西区川口２－９－１０ 谷口　靖彦

001180001 （株）関西技研 甲賀市甲賀町大原市場５１５ 布川　茂

001181001 関西技術コンサルタント（株） 茨木市上中条２－１０－２７ 梅垣　亨

001182001 関西建設（株） さぬき市志度４３０１番地 井元　高志

001183001 関西建設工業（株） 神戸市西区大津和１－６－２ 平岡　勝功

001184001 関西建装（株） 高松市三谷町２４４７－２ 矢嶋　義明

005665001 カンサイ建装工業（株） 大阪市淀川区西中島５－１４－５ 草刈　健太郎

006351001 （株）関西工業所 東大阪市俊徳町３－７－１９ 浅野　昌行

001185001 （株）関西シビルコンサルタント 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 今中　富博

001186001 関西消防（株） 大阪市北区中津５丁目２番２６号 齋田　猛

001188001 関西設計（株） 大阪市西区江戸堀２－６－３３ 三崎　弘司

001189001 関西設備工業（株） 大津市におの浜３－１－５１ 市木　邦美

001190001 関西造園土木（株） 神戸市兵庫区下沢通２－２－２１ 東　真

006182001 関西総合地質コンサルタント（株） 高槻市城南町１－１０－９ 小山　栄造

001191001 関西畳工業（株） 城陽市奈島下ノ畔２０ー２ 武内　秀介

001193001 （株）関西電業社 京都市中京区三条通西大路西入三条坊町１３ 赤畠　貞宏

001194001 （株）関西電子計測 姫路市豊富町御蔭３２７８－１３ 加藤　道雄

001195001 関西道路安全（株） 姫路市町坪４－２ 大川　光夫

001196001 関西土建（株） 東大阪市足代３－５－２１ 比嘉　浩貴

001197001 関西ハウス工業（株） 大阪市浪速区桜川２－１１－２０根来ビル４階 冨戸野　政一

001198001 関西ハウス工業（株） 淡路市生穂１８０３－２ 原田　順造

005524001 関西日立（株） 大阪市西区土佐堀１－３－７　肥後橋シミズビル４階 橋詰　秀彦

001199001 関西防水工業（株） 倉敷市東塚５－３－１２ 井上　朗弘

001200001 （株）関西マサル 大阪市都島区御幸町１－３－１０ 吉山　順一

001201001 関西リフレ（株） 大阪市淀川区宮原２－１１－２２－３０１ 中尾　恵二

001202001 （株）関西緑建 広島市西区田方２－１－１ 牛島　義則

001203001 関西緑地建設（株） 丹波市春日町稲塚３４８ 籔下　さゆり

001204001 関西ロードサービス（株） 池田市神田３丁目１２番１４号 北川　真宏

001205001 （株）神崎組 姫路市北条口３－２２ 神崎　文吾

001206001 岩水開発（株） 岡山市南区福吉町１８－１８ 松浦　広幸

001207001 管清工業（株） 世田谷区上用賀１－７－３ 長谷川　健司

001208001 カンゼ航測（株） 大阪市中央区南船場１－７－８ 川本　雅彦

001159001 （株）ＫＡＮＳＯテクノス 大阪市中央区安土町１－３－５ 大石　富彦

001209001 （株）神田設計 名古屋市西区花の木１－３－５ 吉川　明宏

001210001 神田通信機（株） 千代田区神田富山町２４ 神部　雅人

001211001 元旦ビューティ工業（株） 藤沢市湘南台１－１－２１ 舩木　亮亮

006088001 （株）鑑定ソリュート沖縄 那覇市金城２－１１－４　エナジー２Ｆ 玉那覇　兼雄

001212001 （株）かんでんエンジニアリング 大阪市北区中之島６－２－２７ 野田　正信

001213001 （株）関電工 港区芝浦４－８－３３ 仲摩　俊男

006518001 （株）関東技研 那珂郡東海村村松４０５ 小野　洋伸

24 



　　 業者番号
（電子入札システム
利用者登録用業者番号）

商号又は名称 住所（本社所在地） 代表者名

001215001 関東建設興業（株） 行田市樋上２７２ 須永　一磨

001216001 関東緑花（株） 立川市栄町４－２－４４ 玉利　武人

001217001 （株）河南測量設計 丹波篠山市東吹９２１－１ 河南　功

001218001 貫野建設（株） 泉大津市板原町５－１０－８ 貫野　哲治

001219001 （株）カンパイ 横浜市神奈川区三枚町２４８－６ 桑原　正幸

001220001 （株）カンボー 守口市梶町４－１２－５ 中川　秀臣

001221001 神例造船（株） 鳴門市里浦町里浦字恵美寿６７６ 神例　哲也

006643001 （株）キーマン 東大阪市荒本新町６－６ 片山　寿夫

001222001 木内建設（株） 高松市高松町２３７４－１０ 木内　三四郎

001223001 規工川建設（株） 大阪市城東区中央３－３－１２－７０５ 規工川　和史

001224001 （株）キクチ 葛飾区堀切５－２０－１２ 菊地　惠一

001225001 （株）城口 岡山市北区久米３８８－１ 城口　隆

001226001 （株）菊地組 宇都宮市平出工業団地４５－２ 菊池　三紀男

001227001 （株）菊池組 さぬき市寒川町石田西１０３０－１ 菊池　清二

001228001 菊池建設工業（株） 松山市別府町６２０－２ 菊池　臣起

001229001 （株）キクチコンサルタント 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 菊地　博之

001230001 菊池産業（株） 鳴門市撫養町南浜字東浜２５４ 菊池　健次

001231001 （株）キクテック 名古屋市南区加福本通１－２６ 新美　政衛

001232001 （株）技研 大阪市北区天満４－１２－９ 石田　恵一

001233001 （株）技研基礎 千葉市中央区末広５－８－６ 田野　秀夫

001234001 技研興業（株） 杉並区阿佐谷南３－７－２ 関　一郎

001235001 技巧エポ（株） 吹田市南吹田５－３１－２８ 古賀　一儀

005749001 （株）木崎工業 大分市大字屋山５９５ 木崎　律子

006384001 きさらぎ建設（株） 小平市学園西町一丁目５番２５号シモン立川１０１号 岩崎　正和

001236001 （株）岸グリーンサービス 加賀市新保町カ３３ 岸　省悟

001237001 雉鳥工業（株） 高松市上福岡町１２０１ 渡邉　浩徳

001238001 （株）岸之上工務店 高知市西秦泉寺４３５番ー１ 岸之上　憲一

001239001 岸野電気（株） 港区六本木７－６－２ 小前　芳子

001240001 （株）木島組 西宮市生瀬町２－２４－２１ 木嶋　三春

001241001 岸本建設（株） 洲本市上加茂６１８－２ 岸本　成貴

001242001 岸本建設（株） 摂津市昭和園９－１３ 谷口　賢治

001243001 岸本建設（株） 岡山市北区今５－５－１６ 岸本　浩二

001244001 岸本無線工業（株） 大阪市城東区蒲生２－７－１０ 岸本　隆文

001245001 （株）技術開発研究所 千代田区神田紺屋町１１ 秋山　和夫

001246001 （株）気象工学研究所 大阪市西区京町堀１－８－５ 小久保　鉄也

001247001 気水工業（株） 神戸市灘区篠原南町３－２－１２ 寒川　裕之

001248001 基聖産業（株） 福岡市南区長住１－１－４６ 福山　蔦代

001249001 （株）基礎建設コンサルタント 徳島市国府町南岩延８８３－９ 中木　一文

001250001 基礎地盤コンサルタンツ（株） 江東区亀戸１－５－７ 柳浦　良行

001251001 北淡路産業（株） 淡路市岩屋１４１４ 竹代　克雅

001252001 キタイ設計（株） 近江八幡市安土町上豊浦１０３０ 梶　雅弘

001253001 （株）北梅組 大阪市城東区野江１－３－１ 北浦　雄之助

001254001 北浦建設（株） 神戸市兵庫区湊町１－４－２６ 北浦　欽也

001255001 （株）北岡組 美馬市美馬町字妙見６７－２ 北岡　眞文

001256001 （有）北尾石材 京都市左京区田中門前町６７ 水野　充弘

005653001 北川工業（株） 大阪市中央区内久宝寺４－２－９ 麻生川　直幸

001257001 北川ヒューテック（株） 金沢市神田１－１３－１ 北川　隆明

001258001 （株）北川緑地建設 福岡市東区筥松１－１６－４ 北川　博良

001259001 （株）北木建設 笠岡市美の浜２９－７７ 河田　和久

001260001 北岸塗装工業（株） 大阪市港区市岡元町１－６－３９ 北岸　公男

006041001 （株）北基商行 大阪市東成区中道３－１１－１７ 北基　義久

006761001 北建築設計事務所 大阪市中央区大手通３－１－６ 北　博雅

001262001 （株）喜多工業 姫路市的形町的形１８０７３ 喜多　勇介

005761001 北沢建設（株） 飯田市吾妻町７ 北沢　資謹

001263001 北四国エアコン（株） 松山市星岡１－１１－２０ 菅　正一朗

001264001 （有）北地造園 三好市井川町西井川８６２－１ 北地　貴裕

001265001 北芝電機（株） 福島市松川町字天王原９ 清野　弘

001266001 （株）北島組 徳島市助任橋２－３３－１ 佐藤　敏行

001267001 （株）北島建設 徳島市中洲町１－１４ 北島　誠祐

001268001 （株）北嶋建設 大阪市東淀川区菅原４－１１－２－１０１ 青松　茂

001269001 （株）北田設計事務所 国分寺市西恋ケ窪２－１５－２３ 北田　英和

001270001 （株）北谷植花園 高松市鬼無町佐藤１８８－１ 北谷　喬

006169001 （株）キタック 新潟市中央区新光町１０－２ 中山　正子

001261001 キタックスエンジニアリング（株） 北九州市小倉北区白萩町２－６ 西本　智彦

005652001 （株）喜多電気商会 大阪市生野区巽南１－１１－３ 伊藤　泰臣

001271001 （株）木多電気設備 岡山市中区平井２―２３１２―１ 木多　俊博

001272001 北日本機械（株） 盛岡市渋民字狐沢７０番地の１ 岡田　泰三

006192001 （株）北日本ジオグラフィ 金沢市浅野本町２－２－５ 磯野　秀和

001273001 北野建設（株） 長野市中御所岡田４５－１　山王ビル 北野　貴裕
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001274001 （株）北畑都市設計 高槻市上土室３－２－１ 北畑　幸雄

001275001 北原工業（株） 文京区大塚２－１７－９ 北原　正

001276001 （有）北原造園 徳島市中島田町３丁目６６番地 北原　謙一

001277001 （株）北前建設 神戸市西区伊川谷町布施畑字上ノ山３９５－１ 北前　雅弘

001278001 （株）キタムラ 五條市五條１－４－１９ 北村　宏人

001279001 （株）北村組 高松市東山崎町１１２２ 北村　真弥子

001280001 （株）北村組 松阪市中央町３０６－１ 北村　浩文

001281001 （株）北村塗装店 高知市百石町４－１７－１８ 北村　隆政

001282001 北村屋木材（株） 鳥取市用瀬町鷹狩３－５ 有田　早苗

001283001 （株）北山工商 姫路市南条３９９－１ 北山　茂

006287001 北山電気工事（株） 河内長野市汐の宮町２３－７ 北山　昇治

001284001 キタロード（株） 吹田市山田東４－６－３ 吉江　利榮

001285001 （株）吉勝重建 福井市春山２－１８－２４ 矢野　智孝

001286001 機動建設工業（株） 大阪市福島区福島４－６－３１ 中野　正明

001287001 木戸工業（株） 広島市佐伯区美の里２－３－３ 木戸　幸

001288001 紀南電設（株） 御坊市湯川町小松原字瀬崎坪６１３－２ 東濱　貴史

005476001 （株）キノウエシステム 倉敷市白楽町４２７－３ 木ノ上　裕氏

001289001 木上梅香園（株） 熊本市中央区白山２－１－１７ 木上　善貴

001290001 （株）木内組 板野郡松茂町中喜来字中須２９－８ 木内　利幸

001291001 （株）木下エネルギーソリューションズ 広島市佐伯区五日市町大字石内５９９８番地１ 神原　雅弘

001292001 （株）木下エネルギーパーク 広島市佐伯区五日市町石内５９９８－１ 田中　敏彦

001293001 （株）木下組 広島市佐伯区五日市町大字石内５９９８－１ 神原　雅弘

001294001 木下建設（株） 堺市西区浜寺船尾町西２－３５１ 木下　剛

001295001 木下建設（株） 飯田市松尾町１－２２ 木下　勝貴

001296001 木下建設（株） 和歌山市和歌浦東４ー３ー９ 木下　匡史

001297001 木下コンサルタント（株） 広島市佐伯区五日市町石内５９９８－１ 田中　敏彦

001298001 （株）木原組 京都市西京区大原野石見町２０４番地 木原　睦夫

005781001 （株）吉備総合電設 鳥取市田園町３－１０１ 山下　誉議

001299001 （一財）岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町４－６ 片桐　卓朗

001300001 （株）岐阜造園 岐阜市茜部菱野４－７９－１ 山田　準

001301001 岐阜塗装（株） 岐阜市茜部本郷３－８７－１ 鷲見　泰裕

001302001 紀北造園土木（株） 紀の川市荒見５６３ 小嶋　康敬

001303001 （株）キミコン 鯖江市小泉町第２６－６－４ 木水　淳文

001304001 （株）木村カラー 熊谷市肥塚２－２－１６ 木村　廣

001305001 （株）木村建設 高松市中間町８６９－１ 木村　直樹

001306001 （株）木村建築事務所 福井市大手２－２０－１５ 木村　憲一

001309001 （株）木村植物園 平塚市土屋２４１ 木村　義広

001307001 （株）木村設計 岡山市北区野田３－１８－２０ 高田　聖次

006673001 （有）木村測量設計事務所 つくばみらい市奉社３６ 木村　勇

001310001 木村土建（株） 福岡市博多区大井１－６－３ 木村　勇

006560001 （株）木村塗装店 大阪市平野区平野西３－６－２２ 木村　正弘

001311001 （株）きもと さいたま市中央区鈴谷４－６－３５ 木本　和伸

001312001 木本建興（株） 相模原市中央区中央３－３－１５ 平田　江一

001313001 木本工業（株） 高知市鷹匠町１－２－５１ 木本　善章

001314001 （株）キャスト・アール 熊本市東区御領４－３－３５ 高橋　龍一

001315001 久栄建設（株） 堺市中区東山３５２－１ 永山　久

001316001 （株）久栄建設 江田島市大柿町柿浦６７２ 西元　栄治

001317001 （株）久栄綜合コンサルタント 久留米市津福今町３４９－１８　久栄ビル 高木　亮一

001318001 （株）九建 熊本市北区植木町岩野１３７５ 赤穂　孝毅

001320001 九建設計（株） 佐伯市大字上岡２２７０ 平川　昌寛

001322001 九州航空（株） 大分市王子町１２－１ 磯辺　正之

001323001 九州総合建設（株） 福岡市東区箱崎２－５４－２１ 河本　裕一

005928001 九州大電設備（株） 福岡市南区的場２－３６－２３ 豊澤　直樹

001324001 九州太陽電池工業（株） 菊池郡菊陽町杉並台２－５－１７ 植田　茂

001325001 （株）九州中央測量 熊本市中央区出水７－８－１ 馬場　哲夫

006514001 （株）九州テン 佐世保市小佐々町葛籠２７８－１８ 間嶋　力彦

001326001 （株）九州文化財研究所 熊本市中央区神水１－３２－１９ 徳永　和人

001327001 （株）九州緑化建設 北九州市八幡西区幸神４－４－３ 藤永　佳宏

001328001 九石工業（株） 大阪市住之江区南加賀屋２－１－２３ 井上　泰正

001329001 （株）九電工 福岡市南区那の川１－２３－３５ 佐藤　尚文

001330001 キュートク（株） 広島市西区南観音７－１１－５ 武　利寛

001331001 （株）九南 宮崎市大字赤江２ 黒川　浩之

001332001 （株）キュービックエスコンサルティング 品川区西五反田１－３１－１ 福田　浩一

001333001 （株）教育施設研究所 中央区日本橋本町３－４－７ 飯田　順一

001334001 （有）ＫＹＯＥＩ　ＥＣＯ 京都市伏見区淀池上町１７４－７１ 中川　泰典

001335001 （株）共栄組 東伯郡北栄町亀谷４４６－１ 山崎　稔

001336001 （株）京栄建設 広島市安佐南区東野２－１８－２９ 高野　京次

001337001 協栄建設（株） 京都市伏見区淀池上町１７４－７１ 中川　泰典

001338001 共栄建設（株） 天草市港町８番１号 池崎　敏郎
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001339001 京栄水道（株） 京都市右京区西院金槌町１１ 加藤　燦弘

001340001 （株）共栄測量設計社 長野市大字柳原３４４－３ 山本　芳照

001341001 （株）共栄テック 吹田市江坂町３－１７－９　山本ビル２０２号 松岡　敏夫

001342001 協永電機（株） 加古川市加古川町美乃利４７２ 長永　光記

001343001 協栄電気（株） 和歌山市東長町７－１５ 堀本　喜久子

001344001 共栄電器工業（株） 尼崎市杭瀬北新町１－１６－１ 柳楽　裕紀

001345001 協栄電気工業（株） 広島市東区若草町１８－１９ 石本　英成

001346001 共栄電業（株） 大阪市住之江区平林北２－２－１６ 笠島　浩一

001347001 協榮塗装工業（株） 大阪市東住吉区住道矢田６－６－１７ 横山　直弘

001348001 （株）共栄土木 神戸市須磨区若宮町１－１－６ 山田　美智雄

001349001 （株）協榮リノベイション 大阪市東住吉区住道矢田６－１６－９ 澤田　浩一

001350001 協三工業（株） 福島市佐倉下字光寿院前１－１ 加藤　守

001351001 （株）京三製作所 横浜市鶴見区平安町二丁目２９番の１ 戸子台　努

006780001 協伸工業（株） 大阪市都島区中野町４－９－９ 西中　邦夫

004573001 共信コミュニケーションズ四国（株） 丸亀市城南町６１ 秋山　英次郎

001353001 （株）共進社工業所 東大阪市西堤楠町３－２－１１ 山内　昇平

001354001 共進電気（株） 大阪市生野区小路東４－１５－３ 上田　昭雄

001355001 （株）共伸電波 大阪市都島区都島中通一丁目４番７号 辻本　和也

001356001 （株）共進ビルド 大阪市西区西本町２－１－４１ 路次　徹

001357001 共信冷熱（株） 甲府市大里町１０９４ 岸本　務

001358001 （株）京成建設 京都市西京区大原野上里鳥見町１８－２ 恩田　敏哉

001359001 （株）共成通信 岡山市南区山田４７５ 永瀬　忠亮

006550001 京セラコミュニケーションシステム（株） 品川区東品川３－３２－４２ 黒瀬　善仁

001360001 共聴開発（株） 徳島市西須賀町下中須６３番地の９ 伊井　政志

001361001 経塚工業（株） 豊島区巣鴨１－４１－１１ 経塚　純一郎

006656001 （株）京都イングス 京都市伏見区丹後町７１５ 吉永　豊一

001362001 （株）協同 高知市介良乙３２５６－６ 松吉　圭一

001363001 協同エンジニアリング（株） 大分市大字三芳１２３８－１ 甲斐　筆美

001364001 共同ガス（株） 大阪市中央区南船場２－４－８ 石橋　義信

001365001 協同建設（株） 神戸市長田区平和台町３丁目３－１０ 前野　敬一

001366001 共同設計（株） 大阪市北区西天満５－１０－１４ 飯田　精三

005731001 共働設備工業（株） 今治市徳重２８７番地１ 石川　俊輔

001367001 （株）協同測量社 長野市大字安茂里６７１ 中澤　健爾

001368001 共同通信電設（株） 世田谷区代沢４－１－２ 服部　一男

001369001 協道標識（株） 観音寺市植田町１１３０－１ 小畑　営一

001370001 （有）京都扇グリーン 舞鶴市字三日市９７８ 奥野　將

001371001 京都測量設計（同） 京都市中京区御池通御幸町亀屋町３７０－２京都府旅館会館ビル５Ｆ 中原　一

006542001 京都電業（株） 京都市右京区西院六反田町５３ 神舎　佳代子

001372001 （株）京美建設工業 京都市右京区西京極芝ノ下町８－７６ 美濃　利次

001373001 共友工業（株） 松山市久万ノ台１８３－３ 友澤　聰

001374001 （株）キョウラク 京都市伏見区下鳥羽上三栖町１６９ 織田　一彦

001375001 （株）共立 広島市中区大手町４－６－１６ 温井　賢治

005475001 共立エンジニアリング（株） 久留米市山川追分１－４－２４ 矢加部　勝徳

001376001 （株）共立エンジニヤ 松江市西津田２－１３－７ 奥田　真二

001377001 共立建設（株） 渋谷区道玄坂１－１６－１０ 佐藤　啓孝

001378001 共立工営（株） 松山市空港通２－９－８ 吉原　潔

001379001 共立工業（株） 亀岡市篠町野条下川５４－４ 亀井　平男

001380001 （株）協立コンサルタンツ 大田区矢口２－１３－６ 山口　明

005780001 協立システム工業（株） 大阪市北区長柄西２－１０－１３ 原田　卓

001381001 協立測量設計（株） 阿南市見能林町青木７７－３ 四宮　浩次

001382001 協立電機（株） 静岡市駿河区中田本町６１番１号 西　信之

001383001 共立電気（株） 松山市余戸東２－２－２ 楠岡　健治

005795001 協立電気工事（株） 大阪市北区長柄西２－１０－１３ 中川　茂

001384001 （株）共立電機製作所 宮崎市高岡町高浜１４９５－５５ 米良　充典

005651001 共立電業（株） 相楽郡精華町大字祝園小字正尺２－１０ 南　邦彦

001385001 （株）協立道路サービス 神戸市東灘区魚崎南町４－１６－２１ 惣前　尚郎

001386001 協立土建（株） 岡山市北区幸町６－９ 宮西　司郎

001387001 （株）橋梁コンサルタント 中央区新川１－８－６ 徳渕　祐三

001388001 （一財）橋梁調査会 文京区音羽２－１０－２ 菊川　滋

006195001 橋梁テックコンサルタンツ（株） 有田郡有田川町植野７７－３ 関川　利雄

001389001 （株）共和 橋本市中道３５９ 枡谷　起昭

001390001 エクシオグループ（株） 渋谷区渋谷３－２９－２０ 舩橋　哲也

001391001 共和化工（株） 品川区西五反田７－２５－１９ 吉村　俊治

001392001 協和環境整備工業（株） 松山市松末１－１－５ 松下　高幸

005498001 （株）共和技電 寝屋川市中木田町３１番１３号 中井　茂貴

001393001 協和機電工業（株） 長崎市川口町１０－２ 坂井　崇俊

001394001 協和建装工業（株） 八千代市米本２１６２ 保田　隆

001395001 （株）協和コンサルタンツ 渋谷区笹塚１－６２ー１１　ＫＥＣビル 山本　満

001396001 （株）協和産業 石巻市須江字畳石前１－２５ 四野見　達也
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001397001 協和産業（株） 甲府市丸の内２－７－１６ 清水　修一

001398001 京和産業（株） 京都市南区上鳥羽角田町８９ 金光　鐘楽

001399001 （株）協和産業 松山市針田町５４－８ 林　進一郎

001400001 協和設計（株） 茨木市丑寅２－１－３４ 久後　雅治

006190001 （株）協和設計事務所 那覇市古島１－２５－４　比嘉産業ビル２０１号室 山城　新吾

001401001 協和地建コンサルタント（株） 松江市東津田町１３２６－１ 石倉　昭和

005870001 協和通信（株） 八戸市長苗代字内舟渡５１－２ 吉野　剛一郎

001402001 協和テクノロジィズ（株） 大阪市北区中崎１－２－２３ 十河　元太郎

001403001 協和電気（株） 大阪市平野区平野西４－４－３３ 新舎　洋

001404001 協和電気工業（株） 京都市伏見区深草勧進橋町９２ 奥田　文夫

001405001 （株）共和電業 調布市調布ケ丘３－５－１ 田中　義一

001406001 協和道路（株） 大阪市鶴見区今津北２－３－２６ 青木　明良

001407001 協和道路（株） 松山市松末１－１－５ 東　誠

001408001 （株）協和土建 丸亀市川西町北４０８－１ 松永　雪夫

001409001 共和土木（株） 北九州市小倉北区紺屋町１１－１６ 友田　信子

001410001 （株）協和土木 倉敷市上東７５３－６ 香西　操

001411001 協和補償コンサルタント（株） 高崎市並榎町１１５ 平山　貴祥

001412001 （株）清川組 北葛城郡王寺町元町１－２－１１ 清川　大輔

001413001 （株）旭栄 岡山市中区湊４５１ー６２ 前原　重美

001414001 旭日電気工業（株） 世田谷区新町１－２１－１２ 富井　弘之

001415001 極東インフラプロテクト（株） 松江市学園２－１８－２６ 美田　耕一郎

001416001 極東化成（株） 高松市国分寺町国分２８９－２ 米子　幸一郎

001417001 （株）極東技工コンサルタント 吹田市南金田２－３－２６ 村岡　基

001418001 極東興和（株） 広島市東区光町２－６－３１ 山根　隆志

001419001 （株）旭東道路 岡山市東区政津５４７－１ 前田　紘美

001420001 旭洋設備工業（株） 仙台市青葉区中山８－９－５ 及川　博之

001421001 清田軌道工業（株） 大阪市北区堂島浜１丁目４番４号　アクア堂島東館１０階 清田　穣

001422001 清原建設（株） 京都市西京区大枝西長町１－７２ 清原　直也

001423001 清本鉄工（株） 延岡市土々呂町６－１６３３ 清本　邦夫

001424001 桐井電設工業（株） 江戸川区西瑞江５－４－９ 桐井　義則

001425001 （株）桐ヶ谷工業所 横浜市神奈川区東神奈川２－４９－１６ 桐ケ谷　修幸

001426001 （株）桐島電工 宇和島市伊吹町乙２７２－１４ 桐島　武徳

001427001 紀和工業（株） 高知市南ノ丸町１２－１６ 安宅　正雄

001428001 （株）銀岡塗装店 松山市畑寺４－１３－３９ 銀岡　聡明

001429001 近畿技術コンサルタンツ（株） 大阪市中央区谷町２－６－４（谷町ビル） 田中　基裕

001430001 きんきグリーン（株） 宇治市白川植田２０－２ 北村　彦治

001431001 （一社）近畿建設協会 大阪市中央区大手前１－７－３１大阪マーチャンダイズ・マートビル内 谷本　光司

001432001 近畿興業（株） 姫路市飾磨区鎌倉町５７－１ 桑名　忠昭

001433001 （株）近畿コンサルタント 有田市古江見３８－２ 門　雅史

001434001 （株）近畿システムプラン 寝屋川市梅が丘１－５－２１ 川上　正己

001435001 近畿実測（株） 大阪市北区天満４－１７－１６ 前田　孝士

001436001 近畿昭建（株） 堺市堺区浅香山町３－９－１２ 籔崎　時栄

001437001 近畿設備（株） 大阪市北区天満３－９－６ 坂本　惠一

006745001 近畿ソイル工業（株） 豊中市庄内栄町２－１１－１ 立花　明博

001438001 近畿総合設備（株） 神戸市北区八多町吉尾３１８－１ 水野　和樹

001440001 近畿測量（株） 南あわじ市八木国分２５９ 久代　義和

001441001 （株）近畿地域づくりセンター 大阪市中央区大手前１－７－３１大阪マーチャンダイズ・マートビル内 山内　英治

001442001 （株）キンキ地質センター 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内３３－３ 高松　博司

001443001 キンキ道路（株） 大阪市北区南森町２－４－５ 甲藤　聖二

006268001 近畿ニチレキ工事（株） 守山市勝部４－２－１７ 林田　恒策

001444001 （株）近畿日本コンサルタント 大阪市北区西天満１－７－２０ 武田　公夫

006116001 （株）近畿分析センター 大津市別保１－１５－４ 小田　浩生

001445001 （株）キング工業 大阪市住吉区長居４－４－２３ 田村　美津子

001446001 （株）キンコー 大阪市天王寺区北河堀町３－５ 岩本　浩一

001447001 錦城護謨（株） 八尾市跡部北の町１－４－２５ 太田　泰造

001439001 （株）きんそく 京都市南区上鳥羽大溝６ 奥野　勝司

001448001 （株）近代技研 岩出市水栖３９０ 花岡　秀起

001449001 （株）近代設計 千代田区鍛冶町１－９－１６ 根本　顯

001450001 近鉄造園土木（株） 大阪市中央区谷町９－５－２４ 中村　雄二郎

001451001 （株）きんでん 大阪市北区本庄東２－３－４１ 上坂　隆勇

001452001 きんでん関西サービス（株） 大阪市東成区東小橋１－１３－１３ 岩田　敏明

006348001 （株）クイック工業 大分市大字田尻６７０－３ 佐藤　圭介

001453001 空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央３－１０－６ 古里　弘

001454001 （株）空間デザイン 吹田市垂水町３－２４－１－４０２ 阿部　弘明

006437001 クウケン（株） 大阪市浪速区桜川４－８－１ 森本　省三

001455001 空研工業（株） 福岡市中央区大濠公園２番３９号 楢木　隆

005769001 空調システムズ（株） 倉敷市二日市３７６－５ 脇本　将行

001456001 クサカ建設（株） 尼崎市大島３－３０－５ 日下　実

001457001 日下部建設（株） 神戸市中央区浜辺通５－１－１４ 井上　修
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005802001 （有）草苅地工 吾川郡仁淀川町長者丙１９３２－１ 梶屋　慶男

001458001 （株）久慈設計 盛岡市紺屋町３－１１ 久慈　竜也

001459001 クシダ工業（株） 高崎市貝沢町甲９６５ 串田　洋介

005839001 （株）櫛田電気 津山市平福５９５ 櫛田　昌宏

001460001 （株）釧路製作所 釧路市川北町９番１９号 羽シュウ　洋

001461001 （株）楠本コーポレーション 三豊市詫間町松崎６９３－１ 楠本　四郎

001462001 （株）楠山設計 千代田区神田小川町３－２０ 久寿米木　康宣

001463001 （株）九段建築研究所 千代田区三番町３－８ 中岡　あづさ

001464001 （株）クツナコンサルタント 松山市古川南３－２６－２３ 西川　紀章

001465001 （株）クドウエンジニアリング 守口市南寺方東通４－２－２０ 田浦　明敏

001466001 工藤建設（株） 横浜市青葉区新石川４－３３－１０ 工藤　英司

006690001 （株）工藤建築環境設計室 宝塚市雲雀丘２－１２－３５　ハイツ花屋敷マンション２０３号 工藤　晃久

001467001 （株）工藤測量設計 長崎市高尾町４６－２７ 野里　茂喜

001468001 （株）邦エンジニアリング 那覇市小禄１－１１－１ 富永　邦宏

001469001 （株）クニ工務店 神戸市兵庫区大開通３－１－３６　ＫＣビル５階 前田　隆

006625001 （株）国沢産業 高知市春野町弘岡上８３－１ 澤部　幸則

001470001 邦設備工業（株） 神戸市西区伊川谷町有瀬６６３－１３ 小林　邦雄

001471001 國富（株） 呉市築地町６‐１ 國富　將嗣

001472001 （株）久野工業 福岡市中央区舞鶴３－２－５－５０７ 久野　昌明

001473001 （株）久保技建 鹿児島市吉野町２１１９－１ 久保　勇一郎

001474001 （株）久保組 四国中央市川之江町１９７８－２ 久保　安正

001475001 （株）久保建設 上浮穴郡久万高原町二名甲１１６６－１ 久保　陽生

001476001 （株）久保工務店 鹿児島市高麗町３７－２１ 久保　珠美

001477001 久保水工業（株） 福井市八ツ島町３１－６０５ 玉村　博文

001478001 （株）クボタ 大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 北尾　裕一

001479001 クボタ機工（株） 枚方市中宮大池１－１－１ 前田　勝弘

001482001 （株）クボタ建設 大阪市浪速区敷津東１－２－４７　クボタ第二ビル 内田　睦雄

001480001 久保田建装（株） 世田谷区瀬田５－３－６ 大石　剛

001481001 窪田工業（株） 神戸市垂水区塩屋町４－４－１２ 窪田　昌実

001483001 （株）久保田工務店 高松市林町４２－１３ 眞鍋　雅彦

001484001 （株）久保田商店 中央区日本橋人形町３－１１－１２ 多賀谷　充

001485001 久保田塗装（株） 文京区音羽１－２７－１３ 久保田　益弘

001486001 （株）久保電機 観音寺市観音寺町甲２６４５ 久保　正

001487001 （株）久保土建 高松市東植田町２８９８ 久保　誠司

001488001 （株）熊谷組 新宿区津久戸町２－１ 櫻野　泰則

006084001 （株）隈研吾建築都市設計事務所 港区南青山２－２４－８ 横尾　実

006212001 （株）熊澤建築設計事務所 青森市蛍沢４－２０－４ 熊澤　勝美

001489001 （有）熊沢構造設計事務所 高知市朝倉丙１４１４－３６ 熊沢　敬輔

005814001 （株）熊高組 安芸高田市高宮町川根２９５３ 熊高　良二

001490001 （株）熊田造園 姫路市白浜町乙３０－７ 熊田　智裕

001491001 熊野舗道工業（株） 山口市小郡みらい町１－１－１５ 熊野　智史

006276001 （株）クマヒラ 中央区日本橋本町１－１０－３ 渡邉　秀隆

006358001 （有）熊本植木センター 熊本市東区佐土原１－１４－１５ 佐土原　周二

001492001 熊本花壇（有） 熊本市中央区白山２－１－１７－４０２ 谷口　弘子

001493001 （株）熊本造園デザイン 広島市安佐南区八木３－３－２０ 熊本　優司

006086001 （株）熊本総合技術コンサルタント 熊本市東区八反田１－１－１５ 浜田　俊幸

001495001 クマリフト（株） 大阪市西区京町堀１－１２－２０ 熊谷　知哉

001496001 （株）久米設計 江東区潮見２－１－２２ 藤澤　進

001497001 （株）粂田建設 宇治市木幡南山９９－３６ 粂田　秀一

001498001 クモノスコーポレーション（株） 箕面市船場東２－１－１５ 中庭　和秀

001499001 久百々建設（株） 土佐清水市浦尻１５－９ 上原　志保

001500001 （有）クライス技研 大和高田市永和町５－１９ 増田　洋

001501001 （株）クラカン 倉敷市二日市３２２－３ 高橋　ゆうこ

001502001 （株）クラコー 倉敷市水島川崎通１－１－５５７ 川村　清吾

006307001 （株）クラスカ 広島市西区福島町１－２６－５ 河井　一平

001503001 倉測建設コンサルタント（株） 倉敷市新田２５２７－６ 佐野　勲

001504001 倉田建設（株） 観音寺市植田町１０１１ 倉田　奬

001505001 （株）クラタコーポレーション 広島市中区橋本町７番２７号 蔵田　勇祐

001506001 （株）倉田総合鑑定 奈良市法蓮町１６３－１新大宮愛正寺ビル３階 倉田　智史

001507001 （株）グラック 中央区東日本橋３－６－１７ 北川　明介

001508001 倉橋営建（株） 大阪市港区弁天４－２－１６ 倉橋　正剛

001509001 （株）クラハラ 大和郡山市井戸野町１２４－２ 倉原　定

001510001 （株）グラフィック 松本市井川城３－３－８－５ 浅井　俊貴

001511001 （株）倉元建設 壱岐市勝本町本宮仲触１９９ 倉元　勉

001512001 蔵本工業（株） 浜田市殿町８３ー８ 尾前　豊

001514001 （株）グランドアート 大阪市中央区安堂寺町２－３－５ 丸山　裕士

001515001 （株）グランドリサーチ 静岡市駿河区下川原５－４－５ 黒田　了介

001516001 （株）グリーバル 港区芝一丁目１２番７号　芝一丁目ビル 五十嵐　優

001517001 グリーンアワジ（株） 洲本市納１５３－１ 高田　英行
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005703001 （有）グリーンいしくら 米子市長砂町９２７番地９ 石倉　進

001518001 （株）クリーン雲仙 雲仙市小浜町南木指３２－２ 元村　竜平

005765001 （株）グリーンエイト池田 熊本市北区梶尾町１１５２－２ 池田　浩至

001519001 （有）グリーンエース 岡山市北区鹿田本町６－４ 小山　八重子

001520001 （株）グリーンエコ 大阪市中央区南船場１－１７－１１　上野ＢＲビル 岡村　雅明

001521001 （株）グリーン空調サービス 吹田市江坂町２－１１－３０ 河邊　紀博

001522001 グリーン・コンサルタント（株） 品川区東品川３－３２－２０ 荒井　明夫

001523001 グリーン産業（株） 新潟市中央区神道寺２－２－１０ 荒川　義克

001524001 （株）グリーンシェルター 坂井市丸岡町小黒７０－６－１ 小西　晧

001525001 （株）グリーンシグマ 新潟市西区坂井７００－１ 平田　敏彦

001526001 グリーンシステム（株） 大阪市中央区久太郎町１－９－１２ 北野　泰弘

001527001 （株）クリーンタウン 御殿場市仁杉３２９－２ 芹澤　則夫

001528001 （有）グリーンテック 丹波市柏原町南多田２１２－１ 谷水　久美

001529001 （株）グリーンプラニング 茨木市豊川２－５－１６ 酒本　一

001530001 グリーンブルー（株） 横浜市神奈川区西神奈川１－１４－１２ 杉本　健司

001531001 （株）クリエイティブフォーラム 大阪市西区土佐堀１－１－３２ 多河　通

005836001 クリエイティブリンク（株） 岡山市北区平野７６５－１９ 戸田　豊

001532001 （株）クリエート 横浜市緑区十日市場町８１９－５ 服部　裕治

001533001 （株）栗木精華園 大分市錦町１－９－２４ 栗木　康一

001534001 栗建機工（株） 帯広市西２３条北１－４－３０ 河西　健一

001535001 （株）クリタス 豊島区南池袋１－１１－２２ 鎌田　裕久

005694001 （株）クリップ 倉敷市西富井１０７６－２４ 田辺　正浩

001536001 栗林建設（株） 帯広市西１０条南４－１２ 河西　健一

006728001 （株）栗林設計 山口市下小鯖２１９２－１０ 増野　広道

001537001 栗原工業（株） 大阪市北区南森町１－４－２４ 横井　正温

001538001 （株）クリハラント 大阪市北区西天満４－８－１７　宇治電ビルディング６階 増田　裕司

001539001 （株）クリマテック 新宿区富久町１０－５　ＮМＦ新宿ＥＡＳＴビル　６階 前原　邦彦

001540001 （株）栗本 広島市西区南観音７－１４－２０ 前川　拓也

001541001 栗本建設工業（株） 大阪市中央区瓦町２－４－７ 吉本　昇

006661001 （株）栗生総合計画事務所 文京区湯島１－２－１２ 栗生　明

001542001 （株）車田建築設計事務所 広島市中区大手町２－５－１１ 車田　聡

001543001 車田電気工業（株） 白河市西三坂５０－１ 車田　昭

006753001 （株）グルンドコンサルタント 神戸市兵庫区門口町１－２０ 西村　祥久

005808001 （株）ＧＲＡＣＥ 大阪市東淀川区豊里２－８－１７ 山田　裕貴

001544001 （株）黒岩愛子設計事務所 高知市神田１０６０－１ 黒岩　愛子

006749001 （株）黒岩設計 高知市城山町１２－１４スカイラーク３Ｆ 黒岩　則水

001545001 （株）グロース 河内長野市市町４２３－５ 上之薗　幾務

001547001 グローバル建設（株） 朝来市生野町口銀谷２２８７番地 戸田　俊治

001548001 （株）くろがね工作所 大阪市西区新町１－４－２４ 神足　尚孝

001549001 （株）黒川紀章建築都市設計事務所 千代田区麹町５－４ 永田　恭一

001550001 黒川建設（株） 松山市北久米町８７３－１ 黒川　照勇喜

001551001 （株）黒崎塗装店 岡山市北区今１－１－３２ 黒崎　憲祐

005762001 黒沢建設（株） 調布市若葉町１－３６－７ 黒沢　亮平

001552001 クロシオ建設（株） 南国市大そね甲１４１０－１ 常徳　祐一

001553001 黒潮電機（株） 高知市仁井田１６２０－２ 北川　雅規

001554001 クロス冷熱工業（株） 鹿児島市田上台３－６４－１ 葛迫　伴昭

001555001 黒徳建設（株） 大田市大田町大田イ２８９－３ 黒瀬　清司

001556001 （株）桑野設計 大分市大字宮崎１３８５－１－２０５号 桑野　尚樹

001557001 （株）桑原組 広島市西区己斐本町３－１７－２４ 桑原　明夫

001558001 （株）桑原組 高島市安曇川町西万木９２６ 桑原　勝良

000729001 （有）桑山 伊丹市中野東１－２９８ 桑山　保義

001559001 （株）郡家工務店 丸亀市飯山町西坂元８５３－３ 郡家　孝誠

001561001 （株）ＫＲＣ 長野市稲里町中央３－３３－２３ 宮入　賢一郎

001562001 （株）ケイ・アール総合企画 松山市八反地甲１６８２ 田中　典

001563001 （株）ケイアールティ 大阪市北区西天満４－４－１３ 石田　恵一

006134001 景域計画（株） 横浜市中区北仲通４－４５ 八色　宏昌

001564001 （株）ＫＳＫ 取手市新町１－２－３５ 山下　英俊

001565001 ケイエス建設（株） 吹田市芳野町１１－８ 曽我　浩介

001566001 （株）ケイ・エヌ・ビー 倉敷市大島５６０－１２ 西岡　喜良

001567001 ケイエフバーチ（株） 横浜市神奈川区三ツ沢下町２－１４－３０１ 熊谷　哲成

001568001 ケイ・エム調査設計（株） 広島市西区三篠北町１６－１２ 三宅　啓文

001569001 計画エンジニヤリング（株） 豊島区東池袋１－２４－１ 桑野　剛平

001570001 （株）計画情報研究所 金沢市駅西本町２－１０－６ 安江　雪菜

001571001 （株）景観設計・東京 品川区西五反田３－８－３　町原ビル６階 都田　徹

001572001 （株）Ｋ構造研究所 広島市南区金屋町２－１５ 豊田　隆雄

001573001 （株）Ｋ構造研究所 渋谷区千駄ケ谷４－３０－３ 堀　啓二

001574001 （一財）経済調査会 港区新橋６－１７－１５ 田口　学

001575001 （有）ケイジー彩工社 大分市大字永興２１１５－１２ 後藤　啓治

006448001 （株）佳寿 大阪市平野区瓜破１－１１－２９－１０１ 神農　勇進
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001576001 （株）ＫＥＩＳＩＮ 堺市堺区出島町３－８－２２ 西林　嘉隆

001577001 （有）ケイシン塗装工業 多摩市和田２０１４－８ 長峰　敬悟

001578001 （株）ケイズ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４７４ 熊井　隆裕

006124001 ケイズアーキテクツ（有） 大阪市北区中之島５－３－９２－８０６ 松浦　裕二

001579001 （株）ケイ設計 三木市志染町広野１－３８ 橘田　睦之

001580001 計測技研（株） 尼崎市長洲本通１－１４－１ 橋村　正義

001581001 （株）計測技研 福岡市中央区荒戸１－２－２－４０６ 松尾　孝治

001582001 （株）計測リサーチコンサルタント 広島市東区福田１ー６６５－１ 花倉　宏司

001583001 （株）ケイテック 大阪市中央区内本町２－４－７大阪Ｕ２ビル３Ｆ 川崎　勉

001584001 京阪園芸（株） 枚方市伊加賀寿町１－５ 宮城　和光

001585001 京阪マーキング（株） 京都市伏見区深草東軸町３ 原井　雅広

001586001 京福コンサルタント（株） 小浜市多田１１－２－１ 芝田　清邦

001587001 （株）芸北造園土木 広島市安佐南区緑井三丁目４３－９ 増田　寿

001588001 芸予開発（株） 今治市常盤町１－２－１ 赤尾　宣宏

001589001 芸予産業（株） 西条市大新田１１０５ 矢野　大理

001590001 （一財）計量計画研究所 新宿区市谷本村町２－９ 岸井　隆幸

006660001 （有）ケーアイ建築設計 米子市角盤町３－７９ 川中　節男

001591001 ケーエス技建（株） 堺市堺区竜神橋町１丁２－１６ 中野　徹

001592001 （株）ケー・エスコンサルタント 橿原市久米町５４０－３ 多根井　則博

001593001 ケーエステック（株） 神戸市中央区東川崎町５－１０－１０ 走出　雄三

001594001 （株）ケー・エフ・シー 大阪市北区西天満３－２－１７ 高田　俊太

001595001 （株）ＫＭユナイテッド 大阪市都島区都島北通１－２－１４ 竹延　佐織

001596001 （株）ケークリエイト 新宿区西新宿３－１８－２０ 小野　潔

001597001 （株）ケー・シー・エス 文京区小石川１－１－１７ 宇野　昭弘

001192001 （株）ＫＧＳ 堺市中区深井清水町３７６１ 高村　憲明

001598001 （株）ＫＧコンストラクション 寝屋川市打上新町１２－１ 小林　一美

001599001 （株）ケーディーエム 大阪市城東区野江１－１２－１９ 大塚　從道

006239001 （株）ケーテック 高知市孕東町２５ 山野内　宏幹

001600001 （株）ケーネス 港区芝公園２－６－３ 二階堂　義則

001070001 （株）ケーペック 四日市市城北町６－７－１００１ 駒田　明久

001601001 検査開発（株） 那珂郡東海村村松字平原３１２９－３７ 渡邉　浩明

001602001 （株）ケンザキ 丸亀市飯山町東坂元８００－１ ケンザキ　博文

001603001 （株）源氏園 高松市牟礼町牟礼２０１９－３ 伏見　拓也

006495001 （株）建翔 つくば市沼田９９８番地 中沢　正之

001604001 （株）建匠コンサルタント 佐賀市水ヶ江５－８－１１ 西村　博文

001605001 （株）建芯 松山市余戸西１－２－２２ 赤松　学

006378001 （株）建真 堺市南区和田２７４－３ 近藤　真史

001606001 研進工業（株） 諫早市小川町１２５１－１ 八戸　泰道

001607001 研信電操（株） 高松市栗林町１－１２－２６ 大久保　健二

001608001 建水工業（株） 岡山市南区千鳥町２６－１４ 江田　忍

001609001 （株）ケンセイ 大阪市東淀川区東中島１－１８－２２ 今中　康生

001610001 （株）建成社 横浜市西区浅間町５－３８７－８ 山下　洋一

001611001 県西土木（株） 三好市池田町州津藤ノ井４１８ 藤本　利文

001612001 （株）建設エンジニアリング 千代田区神田佐久間町３－１５ 宇津橋　喜禎

001613001 （株）建設環境研究所 豊島区東池袋２－２３－２ 浦川　雅太

001849001 （株）建設環境コンサルティング 大阪市中央区北浜東４－３３ 山下　敏之

001614001 （株）建設管理 大阪市淀川区西中島６－１－１５ 八嶋　隆夫

001615001 （株）建設技術研究所 中央区日本橋浜町３－２１－１ 中村　哲己

001616001 （株）建設技術コンサルタンツ 鹿児島市伊敷台１－２２－１ 土川　武文

001617001 （株）建設技術センター 福岡市博多区奈良屋町１－１ 武末　博伸

001618001 （株）建設技術センター さいたま市浦和区前地３－１４－１２ 松尾　義仁

001619001 （株）ＧＥＮ設計 岡山市北区京町１０－２ 芳岡　博彦

006131001 （株）建設計画 神戸市東灘区向洋町中６－９ 石川　真一郎

001620001 （株）建設地盤 荒川区東日暮里６－１８－４ 倉持　知二

001621001 建設情報コンサルタンツ（株） 薩摩川内市宮内町４１２５－２ 新満　恵

000384001 （一社）建設電気技術協会 港区赤坂１－３－６ 脇　雅史

001622001 建設塗装工業（株） 千代田区鍛冶町２－６－１ 相澤　文也

001623001 （一財）建設物価調査会 中央区日本橋大伝馬町１１－８ 北橋　建治

001624001 （株）建設プロジェクトセンター 熊本市北区弓削４－１８－１号（８０２　） 中村　秀樹

001625001 （株）建綜研 大阪市北区大淀中１－８－５ 大岡　永知

001626001 建装工業（株） 港区西新橋３－１１－１ 高橋　修身

004997001 現代設計（株） 岩国市柱野７７９－３ 村重　盛紀

001627001 （同）建築設計技術センター 津山市戸島６３４－１８ 内田　修義

006655001 （株）建築設備設計研究所 港区虎ノ門１－１６－４ 犬塚　智也

006730001 （株）建築設備適合性判定所 大阪市中央区谷町３－４－２ 藤原　盛雄

002539001 （株）玄備建設 岡山市北区一宮山崎２６２－１ 齋藤　武

001628001 （株）ケンホームズ 松山市三番町４－１１－６ 田中　健

005971001 （株）ケンモチ電機 厚木市愛甲東２ー１１ー２ 釼持　陽子

001629001 兼六建設（株） 金沢市松島２－２０ 橋本　和宏
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001630001 建和産業（株） 尼崎市東本町２－１１２ 佐藤　哲也

005486001 （株）ＣＯＲＥ技術研究所 大阪市北区西天満１－２－５大阪ＪＡビル４階 真鍋　英規

001631001 （株）コアズ・コーポレーション 赤磐市河本３９６－２ 小宮山　学

006222001 （株）コアブレイン 豊島区東池袋１－２３－８ 赤城　隆士

001632001 （株）小池組 和歌山市六番丁２６番地 小池　康之

006160001 （株）コイシ 大分市大字横尾３６１７－２ 小原　文男

001633001 （株）小石川建築ノ小石川土木 港区麻布十番３－１０－１２シティ麻布４０３ 小引　寛也

001634001 （有）小泉アトリエ 横浜市中区相生町３－６３ 小泉　京子

001635001 （株）小井手建築店 神戸市東灘区御影中町２－１－８ 小井手　良枝

001636001 コイト電工（株） 横浜市戸塚区前田町１００番地 廣瀬　仁士

005953001 （株）廣亜 宇佐市大字下乙女４４９－９ 金子　廣俊

001637001 康愛産業（株） 瀬戸内市牛窓町牛窓３１８８－１ 友野　顕

001638001 興亜開発（株） 江東区新大橋１－８－２ 桑山　正勝

005888001 （株）興亜電業社 大東市曙町１－２３ 木村　俊昭

001639001 弘安建設（株） 和歌山市吉田５６３－１ 池上　元一

001640001 （株）工栄 高知市鳥越５４－４ 田所　千明

006650001 （有）コウエイエンジニアリング 仲多度郡多度津町家中１２５－４ 髙島　栄一

001641001 （株）光栄技研 岡山市北区下伊福上町２－４ 山口　賢治

001642001 構営技術コンサルタント（株） 高知市本宮町１０５－２３ 吉田　幸男

001643001 公栄建設（株） 丸亀市川西町北２３１８－１ 堤　一仁

001644001 （株）興栄コンサルタント 岐阜市中鶉４－１１ 小野　慶太

006599001 高栄設備（有） 高知市西秦泉寺４１９－１６ 高橋　巌

001645001 （株）興永テクノス 大阪市中央区道修町２－１－１０ 伊藤　永二郎

001646001 光映電工（株） 八幡浜市郷４－３７０－９ 松本　純一

001647001 （株）弘恵土建 三豊市高瀬町上麻３６８１ 白川　雅仁

005759001 （株）高栄塗装 静岡市清水区八坂町４８１－１ 久高　洋司

001648001 （有）幸樹 神戸市西区大津和２－９－１－１０６ 箕浦　妙

001649001 （株）興起組 貝塚市堀７１３ 鹿本　佳功

001650001 （株）高喜工業 山鹿市鍋田１７７４－１ 高口　保宏

001651001 幸輝興業（株） 倉敷市連島中央１－１－２１ 岡村　孝幸

005810001 晃希電工（株） 豊中市北桜塚１－１－２１ 清田　豊

001652001 （株）公共計画研究所 千代田区神田錦町２－５－１６ 利部　智

006717001 （株）公共設計 浜松市中区砂山町３５３－３ 関戸　敏訓

001653001 （一財）公共用地補償機構 文京区音羽２－２－２ 堀　正弘

001654001 （株）公共用地補償研究所 宇都宮市今宮２－１３－１２ 芳村　巖

001655001 鉱研工業（株） 豊島区高田２－１７－２２ 木山　隆二郎

001656001 （株）高建設 徳島市助任橋２－１５－３ 高井　耕三

001657001 （株）構研設計事務所 昭島市宮沢町１－６－３０ 菊池　秀三

001658001 （株）高建総合コンサルタント 四万十市駅前町２－３ 福留　明男

001659001 （株）弘光舎 大垣市神田町１－１ 小野　義明

001660001 （株）こうこく 広島市安佐北区亀山７－９－４５ 栗栖　重久

001661001 興国（株） 徳島市西大工町４－１５ 笹田　清介

006612001 興國緑化（株） 福生市北田園２－２５－４ 倉田　欽章

006519001 （有）香西建設 高松市香川町浅野３８１－１１ 香西　一寿

001663001 （株）香西工務店 高松市室町１９１９－１ 香西　幸夫

001664001 （株）香西工務店 岡山市北区厚生町２－１６－１３ 香西　孝昭

001665001 （株）上坂設計 大阪市北区太融寺町３－２４ 上坂　成輝

001666001 （株）鴻治組 広島市安芸区船越南１－２－６ 檜山　典英

005721001 宏州建設（株） 金沢市駅西本町１－３－１５ 山田　外志雄

001667001 （株）幸真 坂出市西庄町７００－１ 福嶋　初彦

001668001 （株）甲真 西宮市甲子園八番町２－２３ 山戸　範亮

001669001 幸進建設（株） 西宮市甲子園三番町１０番４５号 伊藤　末美

001670001 港振興業（株） 大阪市西区九条南２－１６－２３ 高田　啓三

006591001 合人社エンジニアリング（株） 広島市中区袋町４－３１ 東　裕高

001671001 興伸電気建設工業（株） 松山市立花１－２－１５ 栗原　晃

001672001 光進電気工業（株） 目黒区自由が丘１－２０－１９ 木村　久年

001673001 公成建設（株） 京都市下京区五条通西洞院西入小柳町５１８番地 絹川　雅則

001674001 広成建設（株） 広島市東区上大須賀町１－１ 半田　真一

001675001 興生建設（株） 西宮市甲子園九番町１３－２５ 山戸　一成

001676001 工成建設（株） 姫路市網干区大江島６７４ 藤木　浩一

001677001 （株）構造計画研究所 中野区本町４－３８－１３　日本ホルスタイン会館内 渡邊　太門

001678001 （株）構造設計研究所 鯖江市糺町第２３号６－１ 粟津　成司

001679001 （株）構造総合技術研究所 東大阪市長田東３－２－２７ 大久保　員良

005503001 （株）高速道路総合技術研究所 町田市忠生１－４－１ 奥脇　郁夫

001680001 （株）合田工務店 高松市天神前９－５ 森田　紘一

001681001 （有）合田塗装工務店 松山市古三津３－１９－１８ 合田　将祥

001682001 （株）高知電気 高知市宝永町３－２０ 廣光　宏昭

005963001 交通安全施設（株） 品川区大崎１－２０－８　ＩＮＯビル５０１ 八木　敬徳

001683001 交通企画（株） 富山市今泉西部町３－２０ 内藤　眞介
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001684001 （一社）交通工学研究会 千代田区神田錦町３－２３　錦町ＭＫビル 赤羽　弘和

001685001 （株）交通システム研究所 大阪市淀川区西中島７－１－２０ 大藤　武彦

001686001 （株）交通総合研究所 新宿区四谷４－２５－５　ＫＤビル４階 玉置　善生

001687001 （株）交通まちづくり技術研究所 神戸市灘区桜口町５－１－１－２０１ 飯田　祐三

001688001 高越建設（株） 吉野川市山川町季邦３８ 岡村　純夫

001689001 宏電エテック（株） 大阪市中央区南船場１－４－２７ 堀田　吉範

001690001 （株）弘電社 中央区銀座５－１１－１０ 松井　久憲

005727001 （有）興電社 大阪市平野区流町四丁目１３番２１号 北村　康子

005989001 （株）興電社 姫路市飾磨区中島１１９３－１ 篠原　正泰

001691001 （株）岡東建設 岡山市中区関２６５－１５ 石岡　三郎

006741001 （株）江東微生物研究所 江戸川区西小岩５－１８－６ 小林　仁

001692001 （一財）高度映像情報センター 千代田区霞が関３－２－１ 久保田　了司

001693001 光徳電興（株） 大阪市北区東天満２－１－１０ 本間　健将

001694001 （株）光南 岡山市南区箕島７６０－１ 脇本　昌明

005689001 （株）興南商工 佐世保市白岳町１００４－４ 南　昌幸

001695001 （有）光南台土建 岡山市南区宮浦２７９４番地 河野　成人

001696001 甲南電設工業（株） 神戸市兵庫区芦原通１－２－１２ 塩出　啓介

006370001 （株）コウノ 四日市市楠町本郷１６６３－１ 河野　達治

001697001 （株）鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町３－６－１ 渡津　弘己

001698001 （株）高野組 東伯郡琴浦町赤碕８１７－７ 高力　久美

001699001 （株）河野組 高松市鶴市町６１２－１ 河野　仁治

001700001 河野建設（株） 岡山市南区福富東１－６－１９ 河野　初仁

001701001 （株）河野建設 西予市野村町高瀬６８７ 河野　善安

001702001 広発一級建築士事務所 広島市安佐南区伴中央１－９－１ 村上　英之

001703001 コウフ・フィールド（株） 福岡市博多区東那珂２－１９－２５ 加治木　英隆

006782001 コウベエンジニアサービス（株） 神戸市兵庫区兵庫町１－４－２９ 松田　浩三

001704001 （株）神戸清光 神戸市中央区東川崎町５－１０－９ 走出　雄三

001705001 神戸造園土木（株） 神戸市灘区弓木町３－３－１５－３０７ 筒井　教夫

001706001 神戸通信工業（株） 神戸市兵庫区水木通４－１－２５ 皆見　幸平

006036001 神戸電機工業（株） 神戸市中央区相生町５－１６－１０ 村迫　孝幸

006630001 （株）神戸トラスト 神戸市兵庫区大開通２－１－８ 竹安　克美

006498001 神戸ファクトリー（株） 神戸市兵庫区三石通３－２－２０ 十倉　直博

001707001 （株）宏朋 西条市小松町新屋敷甲１８５８－１ 木村　久司

005987001 （株）光邦建設 尼崎市南塚口町５丁目１５－２７－０１ 野崎　邦子

001708001 （株）神防社 神戸市中央区東雲通３－４－３ 辻　真一

001709001 （有）幸明開発 熊本市中央区保田窪１－８－１７ 小山田　寿幸

001710001 光明建設（株） 淡路市岩屋字鵜崎３０００－３０１ 渡邊　光明

001711001 （株）鴻友建設 東大阪市新池島町３－９－８ 小林　大介

005938001 （株）甲友電気設備 神戸市中央区下山手通８－１６－２８ 田中　祐一

001712001 光耀（株） 倉敷市東塚５－１８－１３ 森　徹

001713001 弘陽建設（株） 天理市西長柄町５４７－３ 中尾　弘子

001714001 （株）高陽建設 大津市晴嵐１－１５－５ 高安　秀樹

001715001 光洋建設（株） 南あわじ市中条中筋９３９ 長尾　洋司

005595001 晃陽建設（株） 大阪市都島区網島町７－２１ 馬詰　勉

001716001 広洋産業（株） 豊島区南大塚３－３０－３　南大塚アロービル２Ｆ 中村　洋祐

001717001 光洋産業（株） 坂出市築港町２－７－１２ 香月　一郎

001718001 （株）光洋設計 仲多度郡多度津町大字三井６０４ 竹川　和弘

001719001 （株）興陽造園 大阪市旭区千林２－５－６ 高木　歳博

001720001 向洋電機土木（株） 横浜市南区井土ケ谷下町１６－６ 倉澤　俊郎

001721001 光洋土質調査（株） さいたま市北区吉野町２－１９６－６ 関口　彰伸

001722001 （株）興陽ボーリング 大阪市城東区蒲生１－１２－１０ 池田　伸二

001723001 光陽無線（株） 福岡市博多区新和町２－３－３２ 若松　哲司

001724001 （株）晃立 高知市桜馬場８－２０ 嶋崎　勝昭

006046001 香里電業（株） 吹田市内本町３－２６－９ 脇田　和憲

001725001 （有）光竜建設 京都市南区上鳥羽奈須野町３３ 豊川　了政

001726001 （株）興林 台東区台東４－２０－６ 星　健一

001727001 （有）紅露建設 阿南市桑野町中野１５６－１ 紅露　健雄

001728001 （株）興和 福岡市博多区新和町２－１－１１－３０３ 神田　和法

001729001 （株）幸和 尼崎市水堂町４－７－８ 東山　亜憂樹

005995001 興和エアコン（株） 新宿区中落合３－６－１３　中川ビル１階 中川　博文

001730001 （株）興和開発 長崎市西海町４７１２－３ 村田　芳興

005822001 （株）光和建設 佐久市中込２５９８ 柳澤　健一

006486001 宏和建設（株） 甲府市横根町４７２－１ 金井　一憲

005497001 （有）光和工業所 尾道市因島田熊町１１９１－２ 庄谷　昌裕

001731001 光和産業（株） 大阪市平野区西脇２－６－１７ 青龍　和浩

001732001 晃和調査設計（株） 大阪市天王寺区上本町６－９－１４ 森　雅樹

001733001 （有）幸和通信電気設備 川口市大字芝４８０７－２０ 中村　幸一

001734001 （株）光和電機 四国中央市下柏町８３６番地の１ 石川　豊和

001735001 （株）幸和道路管理 神戸市長田区海運町８－４－８　江本ビル 谷山　和義
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001736001 五栄カイリク（株） 坂出市番の州町７－６ 高畠　正博

001737001 （株）小枝設備工業 五所川原市大字姥萢字桜木２９６－２ 小枝　孝太

001738001 コーアツ工業（株） 鹿児島市伊敷５－１７－５ 出口　稔

001739001 こおげ建設（株） 八頭郡八頭町宮谷２００－２ 山根　敏樹

006006001 （株）コーケン 横浜市金沢区鳥浜町１２－７ 増田　聖史

006712001 （株）小大建築設計事務所 目黒区中町１－４１－７イニシアイオ目黒学芸大学２　１階１０９室 小嶋　伸也

001740001 （株）コーザイ道路 倉敷市玉島阿賀崎２０６７ 香西　哲郎

001741001 コーセン建設（株） 大阪市東住吉区東田辺１－１５－８ 安田　光雄

001742001 （株）コーダ技研 御所市朝妻２７１－１ 幸田　正

001743001 （株）コート 木田郡三木町下高岡３２２２ 堀　具王

001744001 コーナン建設（株） 大阪市淀川区野中北２－１１－１５ 原　眞一

001745001 コーヨー通信工事（株） 大阪市北区大淀中２－９－１８ 谷村　美彦

001746001 郡リース（株） 港区六本木６－１１－１７ 郡　龍一郎

001747001 （株）コーワ設備 倉敷市玉島黒崎２６３９－１ 初村　和彦

001748001 （株）コーワ測量設計 神戸市兵庫区水木通１－４－１７号－１０３　室 國田　範雄

001749001 コガセ工業（株） 神戸市灘区新在家南町２－３－１５ 福居　一道

001750001 （株）国益電業社 洲本市宇山３－４－１２ 向山　和義

001751001 （株）国際 徳島市中昭和町１－９ 山田　隆生

001752001 （株）国際開発コンサルタンツ 新宿区新宿６－２７－５６ 石栗　敏和

006672001 （株）国際海洋開発 北九州市八幡西区御開３－８－１２ 丹　悦夫

001753001 国際気象海洋（株） 中央区築地３－９－９ 川森　晃

001754001 （一社）国際建設技術協会 文京区関口１－２３－６ 橋場　克司

001755001 （株）国際建設技術研究所 東大阪市荒本新町６－５ 葛目　和宏

001756001 国際航業（株） 新宿区北新宿２－２１－１ 土方　聡

006096001 国際測地（株） 日野市旭が丘２－５－４ 奥村　秀昭

001757001 （株）コクサイテクノ 川崎市川崎区池田１－４－５ 瀧本　昌和

001758001 国際土建（株） 伊予市上三谷１４０４－１ 武智　充晃

001759001 国際文化財（株） 品川区東五反田２－３－４ 梅原　亮介

001760001 （株）コクド 徳島市南昭和町７－８０－１０ 正木　圭

001761001 国土開発工業（株） 厚木市中町２―６―１０ 林　伊佐雄

001762001 （株）国土開発センター 金沢市寺町３－９－４１ 新家　久司

001763001 国土技建（株） 東広島市西条昭和町１２－７ 杉原　一光

001764001 （一財）国土技術研究センター 港区虎ノ門３－１２－１ニッセイ虎ノ門ビル 甲村　謙友

001765001 （株）国土技術コンサルタント 大阪市中央区北浜２－１－２１ 岩崎　健

001766001 国土工営コンサルタンツ（株） 大阪市東淀川区東中島１－６－１４ 石原　元

001767001 国土情報開発（株） 世田谷区池尻２－７－３ 羽田　寛

001768001 国土地図（株） 新宿区西落合２－１２－４ 稲垣　秀夫

001769001 国土防災技術（株） 港区虎ノ門３－１８－５ 相川　裕司

001770001 （株）コクドリサーチ 多摩市馬引沢１－９－６ 崎川　修

001771001 古久根建設（株） 文京区音羽１－１－１ 鈴木　眞一

001772001 （株）国府 堺市東区日置荘原寺町４０７番地１ 三ケ崎　達也

006059001 （株）国分電機 品川区東五反田２－７－１８ 国分　直人

001773001 コクヨ（株） 港区港南１－２－７０ 黒田　英邦

001774001 国誉建設（株） 堺市中区深井沢町３２５２番地 内村　安博

001775001 五建工業（株） 千代田区内神田１－１６－３ 木村　秀美

001776001 （株）Ｇｏｋｏｕ 堺市西区鳳西町１－６６－４ 田口　英幸

001777001 五光建設（株） 静岡市葵区鷹匠３－８－９ 生子　弘行

001778001 越野建設（株） 北区王子４－２２－９ 越野　充博

001779001 （株）小島組 名古屋市港区木場町１－６ 小島　智徳

001780001 （株）小島組 厚木市栄町１－２－２ 岡見　健

001781001 （株）小島庭園工務所 京都市西京区松尾大利町５４ 小島　裕史

001782001 （株）コジョウテックス 鶴見区茨田大宮２－２－３９ 小城　孝次

005677001 （株）ゴショー 神戸市東灘区御影中町２－１－８ 柄谷　順一郎

001783001 （株）コスモ 朝来市和田山町秋葉台２－１０５ 川見　元

001784001 （株）コスモ・インテック 徳島市大和町１－５－４ 加村　知世

001785001 コスモエンジニアリング（株） 宇治市宇治壱番１２０－１ 磯村　孝則

001786001 （株）コスモエンジニアリング 江戸川区東葛西４－１１－１２ 宮崎　勉

001787001 コスモ建設（株） 岸和田市西大路町１６５－１ 矢野　正治

001788001 コスモシステム（株） 名取市杜せきのした２－４－２ 秋田谷　米男

006663001 （株）コスモ調査設計 岡山市北区下中野３２６－１０２ 水島　以和夫

001789001 コスモロードシステム（株） 姫路市福居町１６番地 田中　艶子

001790001 （株）五星 三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 今中　雅樹

001791001 （株）ゴセケン 御所市室１１９３－１ 中本　喜則

001792001 （株）コゼニ 岡山市南区箕島２７４９－１ 林　幸一

001793001 （株）小園建設 薩摩川内市東郷町南瀬２２１３ 小園　秀作

001794001 五大開発（株） 金沢市黒田１－３５ 石川　智英

001795001 （株）五大コーポレーション 堺市堺区甲斐町東４－２－２０ 金戸　修藏

001796001 （株）小鷹造園 京都市北区上賀茂二軒家町７ 小鷹　照幸

001797001 （株）小竹組 高松市福岡町４－２８－３０ 小竹　和夫
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001798001 国光施設工業（株） 大田区羽田空港１ー７－１ 坂西　章

001799001 小手川工業（株） 伊予郡松前町大字北黒田８５０番地 小手川　洋

006740001 （株）ごとう計画・設計 宮崎市佐土原町下那珂３３７５－１ 宇田津　直樹

001800001 後藤建設（株） 広島市南区堀越二丁目５番２２ 後藤　直親

001801001 後藤設備工業（株） 高松市香西東町６４５番地１ 後藤　真一郎

006765001 （有）後藤哲夫建築事務所 高松市浜ノ町６６－１－３５ 後藤　哲夫

001802001 五島電気建設（株） 京都市西京区御陵大枝山町５丁目３４番地５ 五島　幹也

001803001 後藤土木（株） 府中市鵜飼町７０２番地１ 田中　直子

001804001 琴浦電気（株） 倉敷市粒浦５７８－５ 久本　祥之

006064001 （株）コトネットエンジニアリング 京都市南区上鳥羽菅田町５ 外内　孝

001805001 （株）コトブキ 港区浜松町１－１４－５ 深澤　幸郎

001806001 （株）寿エンジニアリング 横浜市旭区二俣川２－１６－４１ 齋藤　壽仁

001807001 壽化工機（株） 名古屋市瑞穂区豊岡通１－１４ 佐藤　淳平

006436001 壽環境機材（株） 大阪市北区天満１－１９－４ 高木　眞敏

001808001 寿建設（株） 福島市飯坂町平野字東地蔵田８－１ 森崎　英五朗

006451001 コトブキシーティング（株） 千代田区神田駿河台１－２－１ 深澤　重幸

006582001 寿電気工業（株） 呉市三条４丁目１１番１０号 本計　貴紀

001809001 小西建設（株） 泉大津市我孫子１－２－２ 小西　俊江

001810001 （株）小西建築設計事務所 尾道市土堂２－８－１１ 小西　琢真

001811001 （株）小西建築設計事務所 小野市上本町１３５－１０ 小西　龍機

001812001 （株）小西設計 大阪市西区立売堀１－１２－１６ 小西　敏子

001813001 小西造園（株） 神戸市西区福吉台２－２５－４ 小西　昌則

001814001 コニックス（株） 名古屋市中村区太閤４－６－２２ 吉田　治伸

001816001 小橋工業（株） 高松市国分寺町新名１６３ 小橋　憲治

001817001 （株）小橋工務店 岡山市北区平田１０４番地１０１ 新山　英樹

001818001 小畠工業（株） 福山市霞町３－６－１６ 小畠　正行

001819001 （株）Ｋｏｂａｙａｓｈｉ 宝塚市御殿山４－１８－２ 小林　哲也

001820001 （株）小林組 今治市波方町郷乙４１５－３２０ 小林　雅樹

001821001 （株）小林組 神戸市垂水区桃山台３－８－１１ 小林　一成

001822001 （株）小林建設 久留米市山川町１６６１－１ 近藤　泰大

001823001 （株）小林建築事務所 厚木市中町３－１８－８ 山宮　康延

001824001 （有）小林商店 姫路市夢前町護持１３６４－７６３ 小林　則之

001825001 （株）小林造園 京都市北区紫竹西野山東町３６ー１ 小林　大祐

001826001 小林測量設計 高槻市殿町４－６ 小林　守

006665001 小林測量設計（株） 高槻市紺屋町８－３１ 小林　千晃

001827001 小林電気（株） 大阪市旭区高殿６－１－１６ 小林　惠二

001828001 （株）小林塗装店 堺市東区八下町１－８２ 小林　隆史

001829001 （株）コバルト技建 志布志市有明町原田２３００－２ 小路口　忠久

006718001 （株）コブラボ建築設計 松戸市幸谷１２４２－３ 小林　則雄

001830001 （株）コベルコ科研 神戸市中央区脇浜海岸通１－５－１ 三宅　俊也

001831001 湖北エンジニアリング（株） 長浜市宮司町２７４－１ 宮本　至幸

001832001 駒井電気工事（株） 草津市穴村町５３２－２ 駒井　邦彦

001833001 （株）駒井ハルテック 大阪市西区立売堀４－２－２１ 中村　貴任

001834001 （有）小政興業 福井市若杉１－３２０５ 広川　恵美

006371001 （株）コマセツエイト 駒ヶ根市上穂北２３－１ 高橋　孝幸

001835001 児松建設（株） 倉敷市児島宇野津１５２０ 三宅　啓二

001836001 小松電気工業（株） 大阪市東淀川区上新庄３丁目６番１２号 伊藤　禎宏

001837001 （株）コム建築コンサルタント 生駒市小瀬町６４５ 水上　信也

001838001 （株）コムテック 大阪市平野区加美南５－１１－３１ 吉原　和希

001839001 （株）コムリード 大阪市西区江戸堀３－３－２ 的場　健一

001840001 （株）コモリ 岡山市北区東古松５－６－２０ 小森　卓也

001841001 （株）小山千緑園 福岡市東区若宮５－９－８ 小山　徹志

001842001 （株）小山庭苑 岡山市中区沖元５８０－１０ 小山　一彦

001843001 五洋建設（株） 文京区後楽２－２－８ 清水　琢三

001844001 五洋工業（株） 岡山市北区新屋敷町１－６－２６ 田口　茂

001845001 五洋設計（株） 奈良市大宮町６－３－７ 吉岡　聖一

001846001 （株）伍楽園 江戸川区鹿骨２－２１－２ 稲毛　里美

001847001 （有）コレクト 加古川市志方町上冨木５６８－３ 上田　隆博

001848001 （有）コンクリートサポートセンター 福岡市早良区次郎丸６－１３－２４ 反保　美光

001850001 金剛（株） 熊本市西区上熊本３－８－１ 田中　稔彦

001851001 金剛産業（株） 中央区晴海１－８－１２　晴海トリトンスクエア　オフィスタワーＺ　３３階 佐土原　剛

001852001 （株）金剛測機 倉敷市中島２５４４－１ 栗原　仁志

006316001 コンサイト（株） 新宿区大京町１０－１０－１Ｆ 岸本　東久

001853001 （株）コンサルタント関西 姫路市広畑区吾妻町１－３５－３ 加藤　雅宣

006085001 （株）コンサルハマダ 熊本市東区八反田１－１－１５ 磯崎　敦子

006467001 （株）コンシェルジュ 姫路市安田４－３５ 南　書

001854001 （株）コンステック 大阪市中央区北浜東４－３３ 安部　俊彦

001855001 コンストラクションインベストメントマネジャーズ（株） 大阪市中央区内本町２－４－７　大阪Ｕ２ビル８階 中西　基晴

001856001 コンストラクションヤマキ（株） 松山市南吉田町９５３番地 山木　悟
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001857001 （株）コンティ 相模原市南区相模大野３－１－７ 小谷　圭一

001858001 （株）近藤組 刈谷市一里山町伐払１２３ 近藤　純子

001859001 （株）近藤組 津山市高野山西２２２５－２ 近藤　一

005772001 （有）近藤工業 赤磐市中島８２ 大守　節子

001860001 （株）近藤工業所 今治市常盤町７－３－４ 近藤　慎治

001861001 コンドーエフアルピー工業（株） 大阪市北区本庄西３－９－１５ 近藤　太郎

001862001 サードテック（株） 大阪市鶴見区横堤４－２５－４ 向井　裕貴

001863001 （株）サービスセンター 三原市宮沖５－８－２４ 伊達　護

006707001 サープラックス（株） 燕市佐渡５１２０ 登坂　憲雄

001864001 （株）サーベイリサーチセンター 荒川区西日暮里２－４０－１０ 藤澤　士朗

001865001 （株）ザイエンス 千代田区丸の内２－３－２ 荒井　浩

006139001 （株）サイエンスクラフト 越前市蓬莱町５－１ 竹本　加良子

001866001 （株）西海興業 長崎市平和町５－１９ 西山　潤一郎

001867001 （株）サイカイコンサルタント 岡山市南区西市１１６－４ 山本　篤史

001868001 （有）斎賀建築設計事務所 観音寺市出作町１０１９－３ 三野　和司

005618001 （株）雑賀工務店 高松市桜町２－８－１０ 蒲生　省二

001869001 斎久工業（株） 千代田区丸の内２－６－１ 佐藤　政美

001870001 （株）西条環境分析センター 西条市樋之口４５２ 稲井　和久

001871001 西条建設（株） 西条市神拝甲１３２－４ 星加　隆夫

001872001 （株）西条設計コンサルタント 西条市古川甲１４８－４３ 原　育雄

001873001 西条電気（株） 東広島市西条昭和町５－１０ 正原　孝司

001874001 西条道路（株） 西条市ひうち３－３１ 田中　実志

001875001 （公社）埼玉公共嘱託登記土地家屋調査士協会 さいたま市浦和区高砂２－３－４　２０１ 加藤　実

005700001 （株）彩電業社 川口市並木３－２７－１５ 田中　利和

006424001 （株）ＳＡＩＴＯ 大阪市中央区玉造１ー３ー１１ 幡歩　大嗣

001876001 （株）斉藤建工 京都市西京区大原野北春日町１０５１－３ 齋藤　円

001877001 斎藤建設（株） 徳島市中昭和町１丁目９５番地１ 齋藤　俊幸

001878001 斉藤建築設計事務所 丸亀市土器町西７－７ 斉藤　孝

001879001 （株）斉藤工務店 南あわじ市広田中筋３１８－４ 齋藤　新太

001880001 （株）斉藤造園 京都市西京区大原野北春日町３３９－３ 齋藤　貴博

001881001 斎藤忠建設（株） 鳴門市大麻町松村字土井８０ 斎藤　忠恒

001882001 （株）斉藤鐵工所 大阪市住之江区西加賀屋２－３－２４ 齋藤　昇

001883001 （株）齋藤塗装店 足立区栗原１－２４－２ 齋藤　史崇

001884001 （有）斎藤防水工業 徳島市吉野本町６－９ 島田　健也

006459001 彩ネット（株） 川口市並木２－２５－３ 井上　太郎

001885001 才花建設（株） 洲本市五色町鮎原南谷１７２－１ 才花　毅

001886001 サイバラ建設（株） 四万十市古津賀四丁目１０８番地 西原　功起

005732001 （株）サイボウ さいたま市見沼区卸町２－６－１５ 結城　剛

001887001 （株）材光工務店 長浜市八幡東町４２８－１ 伊藤　和真

001888001 （株）三枝組 茂原市茂原１３１０ 三枝　輝久

001889001 サカイ安全工業（株） 枚方市中宮大池３－２５－８ 山内　昌文

001890001 酒井工業（株） 岡山市北区一宮１１８ 酒井　義政

001891001 酒井工業（株） 京都市南区東九条中御霊町５３－４ 仲辻　浩一

005961001 酒井工業（株） 文京区大塚６－１１－１２ 酒井　政男

001892001 （株）坂井工務店 円座町６１０番地５ 坂井　亮介

001894001 （株）酒井電気建設 丹波市氷上町石生１７６３－８ 酒井　規和

005889001 （株）堺電設 堺市堺区松屋大和川通２－２８ 広山　浩一

001895001 堺土建（株） 堺市西区宮下町１２－１ 下川　好隆

001896001 （株）栄組 遠野市上郷町板沢９－１９－１ 佐々木　栄洋

001897001 （株）栄設備 加古川市平岡町中野６７７－１ 東本　文夫

001898001 坂川建設（株） 福井市宝永３－３－２４ 高田　隆夫

001899001 （株）榊原建設 倉敷市西富井１０７６－２４ 榊原　修

001900001 （株）サカクラ 横浜市磯子区岡村７－３５－１６ 坂倉　徹

001901001 （株）坂倉建築研究所 港区赤坂９－６－１４ 大木　健逸

001893001 サカケン（株） 坂出市旭町３－１－４ 綾　崇平

001902001 （株）坂新組 倉敷市玉島乙島７４７１ 安原　晴彦

001903001 坂田建設（株） 墨田区本所３－２１－１０ 江崎　哲

001904001 坂田電機（株） 西東京市柳沢２－１７－２０ 坂田　進

005699001 坂手建設（株） 岡山市南区藤田３６９－１０ 坂手　一弘

001906001 坂野電機（株） 越前市常久町６－５－１４ 坂野　博俊

005809001 （株）坂本組 南松浦郡新上五島町青方郷１５３１番地１ 坂本　幸二

001907001 （株）坂本クリエイト 高石市羽衣３－６９６－１ 坂本　周明

001908001 （株）坂本建設 南あわじ市阿万下町２６１－２ 坂本　一男

001909001 坂本工業（株） 広島市佐伯区五日市町大字上河内２８９ー４ 坂本　浩二

001910001 （株）坂本工務店 徳島市八万町犬山５７－１ 竹森　雅人

005715001 （株）坂本重機建設 松山市食場町甲１６７－５ 坂本　建

001911001 坂本電気工事（株） 福山市箕沖町３６－３ 坂本　和政

001912001 （株）先家建設 呉市阿賀南１－４－２０ 先家　由員

001913001 （株）崎山組 橿原市南八木町２－３－３５ 嵜山　和之
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001914001 （株）崎山組 今治市波方町波方甲１９１３－１ 崎山　俊紀

001915001 一級建築事務所佐久建築設計事務所 つくば市みどりの１－７－１　ラル－ナＢ棟１０５号室 佐久　修一

001916001 （株）サクシード 広島市西区楠木町３－１０－１３ 本山　隆造

001917001 （有）サクシード 福山市新市町金丸７７ 小寺　司真

001918001 （株）サクセス 坂出市西大浜北２－１－１１ 和泉　享

001919001 サクセス工業（株） 高知市瀬戸南町２－８－４８ 野村　政司

001920001 桜井工業（株） 今治市南鳥生町１丁目１番５１号 田中　賢一

005753001 櫻井工業（株） 舞鶴市字余部下９６１－４ 櫻井　一平

001921001 桜ヶ丘造園（株） 多摩市連光寺３－４０－１１ 竹田　一

001922001 （株）さくら工業 今治市喜田村４－１３－５３ 桜井　健吾

001923001 さくら設計（株） 宇部市東小串１－１－２０ 古松　洋一

001924001 （株）櫻田建築設計事務所 仙台市若林区新寺１－６－８－３０９ 佐々木　昌喜

001925001 （株）さくら緑化 丹波市柏原町南多田５０２ 谷水　眞弓

001926001 （株）笹尾組 高松市牟礼町大町６６８－４７ 笹尾　洋平

006554001 （株）佐々木組 新見市上市１１４９ー１ 佐々木　秀臣

001927001 （株）佐々木建設 宮古市田の神１－２－３７ 佐々木　寛

001928001 佐々木建設（株） 阿波市吉野町柿原字原１６７ 白川　靖雄

001929001 佐々木建設（株） 福山市田尻町３５１３ー３ 佐々木　康夫

006705001 佐々木設計（株） 佐久市下平尾４８５－１ 佐々木　正久

001930001 （株）ササデン 門真市島頭１－９－７ 佐々木　克盛

001931001 （株）笹戸建築事務所 周南市新町１－４９ 小倉　凡

001932001 （株）ササノ 徳島市吉野本町４－２９ 篠野　義秀

001933001 （株）笹原建設 京都市南区東九条西山町４１番地 金田　聖哲

001934001 （株）笹山工業 岡山市中区倉田５２７－１１ 冨山　昌平

001935001 佐田建設（株） 前橋市元総社町１－１－７ 土屋　三幸

006439001 定山鋼材（株） 北区王子１－２８－１０　ヴェラハイツ王子６０４号室 定山　清

001936001 （株）五月工建 津山市小原１２７ 高山　尚明

005997001 （株）ザックス 下北郡東通村大字田屋字上流１１－１ 北田　浩

001937001 札幌塗装工業（株） 札幌市中央区宮の森二条９－１－１０ 中島　武士

001938001 （株）佐藤エンジニアサービス 岡山市南区藤田５６６－１５６ 佐藤　和利

005785001 （株）佐藤管材工業 岡山市北区大内田８３０－２ 佐藤　三平

001939001 佐藤機械（株） 高松市天神前５番１９号 河原　介俊

001940001 （株）佐藤組 岡山市中区原尾島２－３－２ 佐藤　好英

001941001 佐藤建設（株） 勝田郡勝央町勝間田２２５－５ 佐藤　公泰

001942001 佐藤建設（株） 西条市古川甲１４８－８４ 佐藤　太

005784001 佐藤建設（株） 国東市武蔵町古市１７０－３ 一法師　龍次

001943001 佐藤工業（株） 中央区日本橋本町４－１２－１９ 平間　宏

005811001 佐藤工業（株） 福島市泉字清水内１ 八巻　恵一

001944001 （株）佐藤工務店 尾道市高須町３７３３－１ 大本　勇隆

001945001 （株）佐藤設計 福山市千代田町１－１６－２１ 佐藤　慶和

001946001 （株）佐藤造園 倉敷市浦田１５１６－３ 佐藤　登

001947001 佐藤鉄工（株） 中新川郡立山町鉾木２２０ 坂本　良文

001948001 佐藤電設（株） 水戸市谷田町１０１４－３ 佐藤　正則

006286001 （株）佐藤秀 新宿区新宿５－６－１１ 村野　忠男

001949001 （株）サトウファシリティーズコンサルタンツ 千代田区神田錦町３－２１ 佐藤　隆良

001950001 （株）佐藤渡辺 港区南麻布１－１８－４ 石井　直孝

006364001 （株）サトコー 三鷹市野崎２－１－１３ 佐藤　勝彦

001951001 （株）里と水辺研究所 大阪市東淀川区東中島４－１１－３２－６０２ 赤松　弘治

001952001 （株）佐土原園芸場 宮崎市大字郡司分甲２０６ 佐土原　崇

001953001 （株）サナクト さいたま市浦和区高砂３－５－７　高砂建物ビル 土屋　正

001954001 真田電気設備（株） 岡山市北区富田町１－４－１ 眞田　優作

006715001 （株）サニー建築設計 岐阜市西川手７－６１ 日比野　淳

001955001 （株）佐能松山園 井原市下出部町５１３－２ 松本　孝之

001956001 （株）佐野建築研究所 渋谷区代々木２－２７－１５　高栄ビル 長井　隆志

001957001 （株）佐野総業 富士市今宮４８８－２ 佐野　徳人

001958001 佐野電機（株） 川口市差間３－２２－１１ 佐野　雄一朗

001959001 （株）佐野塗工店 名古屋市南区上浜町２１５－２ 佐野　智正

001960001 佐野塗装（株） 静岡市駿河区中田１－１－２０ 佐野　範宜

001961001 サノヤス・エンジニアリング（株） 大阪市住之江区西加賀屋二丁目２番１１号 近藤　隆

001962001 サノヤス建機（株） 中央区日本橋馬喰町２－１－１　三井住友銀行浅草橋南ビル５階 小島　孝夫

001963001 （株）さびえん 堺市美原区平尾１９２－１０２ 東　優子

006680001 ｓａｍｕｒａｉ－ａｒｃｈｉｔｅｃｔ つくば市千現２－１－６　つくば研究支援センターＢ－１ 宮本　崇雄

001964001 （有）佐山建設 岡山市北区今岡４５７ 齋藤　早知子

001966001 （有）沢田土木 羽咋郡宝達志水町散田７２ 沢田　勉

001967001 （株）三愛設計 稲沢市小池１－５－８ 永田　行活

005970001 （株）サン・アドバンス 倉敷市福井２１２－２ 辻　直樹

001968001 サン・インターナショナル（株） 四日市市朝日町１－４ 山手　大嗣

006587001 （株）Ｓｕｎ　ａｉｒ 春日井市篠木町８丁目２９６７－４１ 松田　宏

001969001 （株）三栄 大阪市都島区都島南通２－６－２４ 市川　恵美
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001970001 サンエイグローバル（株） 堺市北区長曾根町４９４－１ 山内　重光

001971001 三栄建設（株） 呉市阿賀北４－５－１８ 濱井　雅彦

001972001 三永建設興業（株） 尼崎市杭瀬本町２－１８－１７ 堀尾　雅則

001973001 （有）三栄テックス 姫路市城見台２－１１１１－３７３ 辻　尚人

001974001 三栄工業（株） 岡山市南区古新田４１２ー１ 藤原　吉文

001975001 （株）三栄コンサルタント 岐阜市水海道４－２２－１２ 吉田　祐司

001976001 三栄商事（株） 宇部市若松町１－１ 池田　博美

001977001 （株）三栄測量設計 生駒市山崎町１２番１３号幸前第二ビル 松本　仁

001978001 三栄電気工業（株） 渋谷区東二丁目２９番１２号 一瓢　秀次

001979001 三英パスク（株） 大阪市大正区千島１－１４－１３ 當宮　具幸

006648001 サンエース（株） 洲本市下内膳５５－５－２０１ 門口　智美

001980001 サンエー設計（株） 高松市松縄町１１４２－８ 阿部　和夫

001981001 サンエス建設（株） 東大阪市豊浦町１７－２３ 杉山　重男

001982001 三越建設工業（株） 坂井市三国町竹松２－１４－３ 浜野　一志

001983001 （株）サンエムエテクニカル 大阪市北区同心２－２－２１ 沼田　健司

001984001 （株）サンエレック 堺市美原区多治井７３７ 竹田　富英

001985001 山王（株） 熊本市東区戸島西５－５－５７ 深水　弘一

005832001 （株）三旺シーリング 姫路市飾磨区今在家６－１５６－２ 高本　靖嗣

001986001 山王測量設計（株） 八王子市めじろ台２－６５－２６ 浦山　義彦

001987001 （株）三海 岡山市北区田原３６７－１ 津島　達也

001988001 （株）サンキ 名古屋市熱田区三本松町６－５ 安藤　健一郎

001989001 （株）三紀 多摩市乞田１１５６－１ 大野　賢治

001990001 三貴（株） 大阪市都島区中野町４－１５－２０ 水野　貴彦

001991001 （株）サンキ 高松市郷東町４６８－１ 西山　美一

001992001 （株）三技協 横浜市都筑区池辺町４５０９ 仙石　泰一

001993001 （株）サンキ空調システム 高松市郷東町４６８－１ 廣瀬　忠弘

001994001 三軌建設（株） 福岡市博多区東光寺町１－１３－５ 松本　喜代孝

001995001 三機工業（株） 中央区明石町８－１ 石田　博一

001996001 三喜工事（株） 高松市飯田町６５６－１ 菊井　雄二

001997001 （株）三機サービス 姫路市阿保甲５７６－１ 中島　義兼

001998001 （株）三輝設計事務所 福井市和田１－４－１０ 森下　篤博

001999001 山九（株） 中央区勝どき６－５－２３ 中村　公大

002000001 三球電機（株） 練馬区貫井５－２４－１８ 笠原　建二

002001001 （株）山九ロードエンジニアリング 北九州市八幡西区築地町１０ 前田　隆志

002002001 三共エンジニアリング（株） 四国中央市中之庄町１７００ 津吉　伸哉

002003001 産業開発コンサルタント（株） 福岡市東区筥松３－１３－９ 力丸　明徳

006152001 （株）三協技術 仙台市青葉区国分町３－８－１４ 高橋　郁

002004001 （株）三共建設 肝属郡錦江町田代麓３３５５番地１ 中島　照雄

002005001 （株）産業工学研究所 大阪市西区立売堀３－１－１４ 武田　正典

002006001 三協工材（株） 大阪市西区靱本町２－５－１５ 山本　秀和

002007001 産業サービス販売（株） 西宮市西宮浜１－２４ 池田　福典

002008001 三協設備工業（株） 高松市西植田町７０１－１ 新名　淳一

002009001 三協立山（株） 高岡市早川７０ 平能　正三

002010001 三協調査設計（株） 名古屋市中区大井町４－１７ 浜田　哲也

002011001 三恭電設（株） 倉敷市東富井９０１－１ 瀬戸口　香

002012001 三協フロンテア（株） 柏市新十余二５番地 長妻　貴嗣

002013001 （有）三共緑地建設 熊本市東区画図町大字下無田１４３２番地２７ 吉井　栄朗

002014001 （株）三共冷熱 福山市松浜町４－２－２２ 宮本　大輔

002015001 （株）サンキョーロテック 中央区菅原町７－２７ 木上　正文

002016001 （株）サンケイ工業 大阪市住吉区長居４－４－２３ 岸本　忍

002017001 サンケイ電気工事（株） 福山市水呑町２０６０－２ 森川　計三

005704001 （株）三恵電業 諫早市貝津町１４２６－２ 田村　瑞男

002024001 （株）三建 岸和田市極楽寺町５７０ 三ツ橋　一真

002018001 （有）サンケンエンジニヤリング 大阪市中央区西心斎橋１丁目１０番４０－１３０３号 三ツ橋　健太

002019001 三建工業（株） 橿原市葛本町３７９－１ 前川　雅幸

002020001 （株）三建構造 大阪市福島区福島７－１５－２６ 尾添　政昭

002021001 サン建設興業（株） 高松市一宮町１１２７－５ 松熊　秀樹

002022001 三建設備工業（株） 中央区新川１－１７－２１　茅場町ファーストビル 松井　栄一

002023001 サンケン電気（株） 新座市北野３－６－３ 和田　節

002025001 （有）さんこう 沖縄市照屋１ー２５ー１０　プレイス　イン　ザ　サン　２０１号室 川上　三枝子

002026001 （株）三光エンジニアリング 高松市鶴市町２０４８－７ 飯間　勝之

005893001 （株）三幸技建 堺市北区北長尾町４丁１－７ 西元　威志

002027001 （株）三晃空調 大阪市北区西天満３－１３－２０ 齋藤　昌宏

002028001 （株）三興組 観音寺市豊浜町姫浜１６１－１ 齋賀　仁

006545001 （株）三興組 香取市佐原ロ２０２８番地７２ 小川　忠一

006586001 （有）三光建設 福山市駅家町大字大橋３８－１ 岡田　浩一

002029001 （株）三弘建築事務所 西宮市本町４－１６ 池田　裕彦

002030001 （株）三幸工務店 岡山市北区津高１４０－３ 村社　勝

005478001 三晃産業（株） 徳島市川内町平石流通団地２９番地 石川　雅一
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002031001 （株）三興社 大阪市中央区北浜３－６－１３ 小林　誠

002032001 （株）三幸社 福山市野上町３－１６－５１ 棗田　浩成

002033001 （株）三興設計事務所 千代田区西神田１－３－１４Ｄ＆Ｉビル４階 柳澤　幹夫

005633001 三光設備（株） 中央区銀座二丁目１１番１７号 江本　順一

002034001 （有）三光テクノ 岡山市南区箕島３２５－１ 真野　鈴美

002035001 山光電業（株） 岡山市北区岡町１８－２２ 山本　敏光

006335001 （株）三幸電工 都城市吉尾町６１５番地１号 平山　美津代

002036001 （株）サンコー 札幌市清田区北野二条３－１１－２２ 佐藤　幸治

002037001 （株）サンコー工業 徳島市国府町和田字七反田１－５ 平山　明憲

005876001 サンコー工業（有） 岡山市中区平井５－８－３０ 坪井　靖宣

002038001 サンコーコンサルタント（株） 江東区亀戸１－８－９ 野村　秀行

005857001 （株）サンコーシヤ 品川区大崎４－３－８ 伊藤　眞義

002039001 （株）サンコー設計 今治市郷六ヶ内町２－４－５０ 檜垣　一郎

002040001 サンコーテクノ（株） 流山市南流山３－１０－７ 洞下　英人

002041001 （株）サンコム たつの市揖西町小神１６２－６ 松本　靖吾

002042001 （株）サンコンサルタント 西脇市高田井町３５－１ 三村　良三

002043001 （株）三座建築事務所 大阪市西区江戸堀１－２２－３８三洋ビル 井手　俊男

002044001 （株）三社電機製作所 大阪市東淀川区西淡路３－１－５６ 吉村　元

002045001 讃州電気工事（株） 高松市寺井町２３９－１ 佐藤　隆男

002046001 （株）三匠 海南市藤白８６ 田中　淳

002047001 三勝電機（株） 北九州市戸畑区千防３－２０－１６ 福島　裕和

006501001 三神（株） 神戸市長田区三番町２－３－２６ 柳川　知弘

006302001 三信建材工業（株） 豊橋市神野新田町字二ノ割３５－１ 石田　敦則

002048001 三信建設工業（株） 台東区柳橋２－１９－６ 山崎　淳一

002049001 三神工業（株） 神戸市中央区磯辺通２丁目１番１１号 高谷　俊則

002050001 三伸システムエンジニアリング（株） 墨田区江東橋３－２－８ 益田　満男

002051001 三辰精工（株） 江戸川区船堀４－１２－１０ 高瀬　清久

002052001 （株）三伸総合設備 米子市目久美町７０－６ 清水　春博

002053001 三信電気水道（株） 高松市鹿角町３８－１ 松原　秀樹

002054001 （株）三進ろ過工業 名古屋市中村区亀島２－２２－２ 柳下　幸一

002055001 （株）サンスイ 福山市新市町新市１１５０－３ 小寺　一史

002056001 山水インフィニティー（株） 海部郡牟岐町大字河内字しば１７０８－４ 田中　努

002057001 （株）山水園 小平市御幸町３１６－２ 金子　学

002058001 （株）山水園緑地建設 福山市千田町大字千田２５３５ 小寺　将之

002059001 （株）山水組 和歌山市冬野１２５１－１ 藤川　清健

002060001 （株）三水コンサルタント 大阪市北区中之島６－２－４０ 山崎　義広

002061001 （株）サンセイ 大津市木下町１５－１９ 山本　巧

002062001 三精テクノロジーズ（株） 大阪市淀川区宮原４－３－２９ 良知　昇

002063001 三星道路（株） 四国中央市寒川町４７６５－３ 井原　司

002065001 （株）サン測量設計 姫路市南八代町１４－２６ 村田　真一

002066001 （株）サンダ 堺市北区金岡町７０４－１ 三田　荒一

002067001 三丹開発（株） 福知山市字奥野部３５－１ 塩見　渉

003160001 サンディスト（株） 大和高田市神楽３－３－１３ 智原　正志

002068001 サンテクノサービス（株） 大阪市北区南森町２丁目４－３２ 福地　京子

002069001 （株）サンテック 枚方市南中振１－１－２８ 上田　數義

002070001 （株）サンテック 千代田区二番町３－１３ 加藤　剛志

002071001 （株）サンテックインターナショナル 江東区亀戸５－８－９ 升ノ内　元二

006639001 サンテレホン（株） 中央区日本橋箱崎町３６－２　ダイワリバーゲート１７階 榎本　雅之

002072001 （株）サンデン 加古川市野口町野口１２９－９４ 三好　元旦

002073001 サン電子（株） 新宿区西新宿４－３－１２ 池田　満

002074001 サン電設工業（株） 神戸市兵庫区塚本通３－１－３－２ 池田　佳隆

002075001 サン電通（株） 広島市安佐南区緑井２－２３－１６ 福田　俊治

002076001 三展ミネコンサルタント（株） 土浦市桜町４－１１－１４ 井上　浩之

002077001 （有）サント 枚方市藤阪東町４－６－２ 井上　貴裕

006469001 サント（有） 枚方市中宮西之町４－２２ 河本　純江

002078001 三同建設（株） 大阪市西区千代崎２－１５－１５ 細川　恵吾

002079001 （株）三東工業社 甲賀市信楽町江田６１０ 奥田　克実

002080001 三徳電機（株） 松山市余戸中１－１－２３ 木下　裕介

002081001 三都工業（株） 枚方市渚南町３２－２８ 若林　みどり

005701001 （株）サンネクト 港区浜松町１－２－１　ＮｏＲ浜松町三階 内堀　勇武

006357001 山王電気工業（株） 七尾市　上府中町　スー５３ 山王　啓造

002082001 （株）サンビーム 千代田区神田三崎町３－２－８　グランバレー三崎町２階 石川　和男

002083001 （有）三備建設 岡山市南区箕島１１３７－１ 林　栄治

002084001 （株）三備電業社 新見市新見２１４－１ 橋本　功

002085001 三福電設（株） 箕面市粟生間谷西３－２５－３ 福井　裕司

002086001 （株）サンブレーン・プラン 徳島市応神町応神産業団地１１－９ 田岡　克浩

002087001 （株）サンベイズ 桜井市東新堂９７ 西田　晃

002088001 三宝電機（株） 大阪市北区大淀中１－５－１ 嘉納　秀憲

002089001 山谷塗装（株） 渋谷区代々木１－４３－７ 笠井　俊一
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002090001 （株）三友 防府市駅南町９－４３ 藤元　正邦

002091001 三友工業（株） 和歌山市湊２－１２－２７ 矢部　昌俊

002092001 三友工業（株） 金沢市田上本町２－１７９ 長瀬　一吉

002093001 三友工業（株） 尼崎市西長洲町１－１－４５ 衣斐　司郎

002094001 （株）三祐コンサルタンツ 名古屋市東区代官町３５－１６ 久野　格彦

002095001 （株）サンユーテック 大阪市南森町二丁目４番３２号 磯部　伸彦

002096001 山陽エースライン工業（株） 岡山市南区藤田３９４－２４ 安達　憲彦

002097001 山陽技研（株） 岡山市北区青江４－８－１ 井上　沙緒

002098001 三陽技術コンサルタンツ（株） 前橋市天川大島町３－８－３ 吉岡　慧治

002099001 （株）山陽技術コンサルタント 広島市安佐南区上安１－１２－２７ 坂村　雄治

002100001 山陽空調工業（株） 広島市南区大須賀町１９－１３ 淺田　博昭

002101001 山陽建工（株） 岡山市北区三野３－４－８ 藤本　誠一

002102001 山陽建材工事（株） 神戸市灘区篠原本町４－５－２２ 中村　彦士

002103001 三陽建設（株） 甲賀市甲賀町田堵野８９０ー１ 阪本　仁彦

002104001 山陽建設（株） 三原市宮沖１－１３－７ 深山　隆一

002105001 山陽建設（株） 姫路市広畑区高浜町１－１２０‐３ 関本　慶次郎

002106001 山陽建設工業（株） 防府市大字新田５３２－１ 塩田　津多子

005917001 三洋工機（株） 鹿児島市南栄２－７－６ 林　美智子

002107001 山陽工業（株） 広島市中区十日市町１－１－９ 鈴江　克彦

002108001 山陽工業（株） 尾道市高須町９０４ 高橋　宏明

002109001 （株）山陽工務店 岡山市北区奥田２－７－５－２０１ 香西　政志

002110001 山陽施設工業（株） 岡山市北区久米２４８－１１ 井上　英則

002111001 三洋住建（株） 倉敷市児島駅前１－６２ 塚本　昇

002112001 （株）山陽設計 岡山市中区清水２－５－２２ 荒島　信昭

002113001 山陽通信工業（株） 広島市西区三篠町二丁目１３番３２号 坂田　俊

002114001 三洋テクノマリン（株） 中央区日本橋堀留町１－３－１７ 高畠　新

002115001 山陽テレビサービス（株） 岡山市北区今７ー１８ー５ 藤本　直樹

005648001 三要電熱工業（株） 岡山市中区平井６－１１－２４ 高戸　賢一

002116001 山陽電子工業（株） 岡山市中区長岡４－７３ 明珍　宗義

006280001 三洋道路（株） 京都市南区東九条西山町４１ 金田　聖大

002117001 山陽土建工業（株） 福山市多治米町６－４－５ 栗原　淑恵

002118001 （株）山洋塗工 大阪市東住吉区公園南矢田二丁目十七番五号 山本　孔之

002119001 三洋防水工業（株） 高松市高松町９０２－１ 寺島　庄市

002120001 （株）山陽防水工業 倉敷市笹沖２６６ 辻本　吉春

002121001 （株）山陽レジン 大阪市北区豊崎５－６－２北梅田大宮ビル９Ｆ 吉田　法哉

002122001 山陽ロード工業（株） 津山市下高倉西１２０３―１ 秋田　英次

002123001 （株）サンヨーエンジニアリング 上浮穴郡久万高原町上野尻甲４０３－３ 泉　悌二

002124001 （株）サンヨーテック 姫路市安田４－５２－１５ 宮北　剛

002125001 サンライズ・エンジニアリング（株） 中央区日本橋小舟町２－９ 馬場　誉一

002126001 （株）サンライフエンジニアリング 三条市曲渕３－２－１５ 本田　晃

002127001 サンリツ工業（株） 四日市市大字塩浜３４６－１ 岡本　史生

002128001 三立測量（株） 八尾市高町２－２６ 田邉　裕貴

002129001 （株）三冷社 中央区日本橋本町３－４－６ 是常　博

005691001 サン・ロード（株） 山口市下小鯖６４５－５ 山下　鉄太郎

002131001 （株）サンワ 萩市大字下田万１２５７ 谷　輝幸

002132001 （株）三和 香芝市穴虫１０３０ 西村　淳

002130001 三和エンジニアリング（株） 千代田区神田佐久間町２－１９ 廣田　靖人

002133001 三和建設（株） 奈良市西大寺栄町３－１２－６ 小林　伸嘉

002134001 三和建設コンサルタンツ（株） 豊島区南大塚３－１０－１０ 村吉　大司

002135001 三和航測（株） 練馬区豊玉北６－１５－１４ 大西　錦城

002136001 サンワコムシスエンジニアリング（株） 杉並区高円寺南２－１２－３ 佐藤　謙一

002137001 （株）サンワコン 福井市花堂北１－７－２５ 奥居　淳

002138001 三和コンピュータ（株） 港区南麻布３－２０－１ 高石　勝

002145001 サンワサポート（株） 東かがわ市西村５２０－１ 山西　和雄

002139001 三和シヤッター工業（株） 板橋区新河岸２－３－５ 高山　盟司

002140001 （株）三和綜合コンサル 大阪市旭区清水１－５－２１ 今井　信宏

005999001 三和ダイヤ工業（株） 松山市平和通５－６－５ 佐々木　隆

006613001 三和通信工業（株） 大阪市中央区北久宝寺町１－９－１　セントピアビル　５階 岸村　智志

002141001 三和鉄構建設（株） 尾道市高須町５２６７ 中島　裕一朗

002142001 三和電気土木工事（株） 大阪市北区南森町１－４－１９ 森　博明

002143001 三和電業（株） 高松市太田下町２５８０－３ 山地　一慶

002144001 三和電子（株） 千代田区猿楽町２－１－６ 鍋田　政志

006291001 山和塗装工業（株） 渋谷区東１－２０－５ 山島　克友

002146001 （株）三和ライン 加古川市平岡町高畑３３６－１ 井上　孝明

002147001 （株）三幸建設 御所市１５０－３ 鍜治田　恭男

002148001 （株）シアテック 新居浜市新田町３－１－３９ 倉田　房雄

002149001 ジーアイ電機サービス（有） 高松市香川町浅野２８８－１７ 稲毛　初己

002150001 ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡市博多区東比恵３－２４－９ 児玉　和久

002152001 （株）シーエスイー あま市甚目寺山之浦１１９番地 加悦　保之
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002153001 （株）ＣＳコーポレイション 新潟市中央区美の里１７－８ 古川　憲

002154001 ＣＳＧコンサルタント（株） 伊勢市河崎１－５－６１ 安藤　澄代

002155001 （株）ＧＳユアサ 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１ 村尾　修

006777001 （株）ＧＳユアサインフラシステムズ 川越市下赤坂大野原６７７ 伊藤　茂

002151001 （株）ジーエス・ユアサフィールディングス 大田区大森北４－８－１ 東　大道

002156001 ジーエム建設（株） 東広島市東広島市西条御条町４－８ 竹井　祐二

006432001 （有）ＧＬＴ 堺市北区南花田５８９－１ 諸橋　克則

006154001 （株）ＣＯＣ 国分寺市西元町２－１６－１８ 山田　信明

002157001 シーキューブ（株） 名古屋市中区門前町１－５１ 久保園　浩明

002158001 （株）ジイケイ設計 豊島区高田３－３７－１０ 須田　武憲

002159001 （株）シーズ総合政策研究所 松江市菅田町１８０ 藤原　啓

006719001 ＧＴ不動産（株） 浦安市日の出１－４－Ｃ－７０７ 後藤　元

005812001 シーティディーネットワークス（株） 中央区日本橋小舟町１５番１０号小舟町ビル２階 磯部　順一

002160001 Ｇテクノ（株） 豊川市宿町佐平山４８ 都築　幹尚

002161001 （株）シードコンサルタント 奈良市芝辻町２－１０－６ 峯　明広

002162001 （株）シイナ 大阪市中央区和泉町１－１－１４　シイナＨＤビル谷町 椎名　節

002163001 （株）ＳｅａＨａｌｂｅｒｄ 町田市森野３－１８－１７ 海鉾　智之

002164001 （株）ＣＰＣ 大阪市西区阿波座２－１－１ 白子　博明

002165001 （株）シービー測量設計事務所 茨木市駅前４－５－６ 杉本　豊

002166001 シーラカンスケイアンドエイチ（株） 杉並区永福２－２３－５ 堀場　弘

006317001 （株）ジーリング 松山市朝生田町２－１０－３ 浜本　祐作

006423001 ＪＲＣシステムサービス（株） 三鷹市牟礼６－２１－１１ 五十嵐　久敬

002167001 ジェイアール西日本コンサルタンツ（株） 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 土肥　弘明

006393001 （株）ジェイアール西日本ビルト 大阪市北区梅田３－４－５（毎日インテシオ） 土田　克己

002168001 （株）ジェイ・イ・テー 京都市右京区西京極徳大寺団子田町２９－１ 杉山　三千穂

005984001 （株）ジェイエヌシステム 千代田区神田小川町３－１０ 竹中　美成

002169001 ＪＦＥアドバンテック（株） 西宮市高畑町３－４８ 吉居　卓也

002170001 ＪＦＥエンジニアリング（株） 横浜市鶴見区末広町２－１ 大下　元

002171001 ＪＦＥ建材工事（株） 八王子市横山町１－６ 古島　豊

006527001 ＪＦＥシビル（株） 台東区蔵前２－１７－４ 弟子丸　慎一

002172001 （株）ＪＦＥ設計 台東区蔵前２－１７－４ 高田　重信

002173001 ＪＦＥプラントエンジ（株） 台東区蔵前２－１７－４　ＪＦＥ蔵前ビル８階 齋數　正晴

005052001 ＪＬＬ森井鑑定（株） 港区新橋２－６－２ 永野　誠

006783001 （株）ジェイコス 米子市米原７－７－１９ 古杉　淳

002174001 （株）ジェイサポート 相模原市中央区横山台１－１６－１ 大久保　敦彦

002176001 （株）ＪＴＥ 台東区北上野２－１８－４ 齋木　斉

006349001 （株）ＪＴＥ 津山市総社６０８－２ 玉田　林太郎

005773001 （株）ＪＴＥＣＴ 瑞浪市稲津町小里２１６０－１ 石岡　義人

002177001 （株）ジェイテック 福岡市南区若久１－２－３１ 池田　英樹

002178001 ジェイテック（株） 大津市木下町１７－１２　芙蓉ビル３Ｆ 人見　喜文

002179001 （株）ジェイファスト 中野区本町１－３２－２　ハーモニータワー６階 秋里　乃武宏

005879001 ＪＥ通信システム（株） 大阪市城東区新喜多東１－１１－１４ 金沢　美紀子

002181001 枝園建設（株） 仲多度郡多度津町大字道福寺４５１番地 枝園　裕子

006089001 （株）ジオ 福岡市博多区比恵町１０－１ 西村　行正

002182001 ジオ・サーチ（株） 大田区西蒲田７－３７－１０ 雑賀　正嗣

005878001 （株）塩坂建設 東温市則之内甲１８８３－１ 平礒　順子

002183001 （株）塩崎テクノブレイン 久喜市本町４－５－３７ 折原　俊昭

002184001 （株）ジオセンターエム 宮崎市大字生目４５６６－８ 黒木　久達

002185001 （株）ＧＥＯソリューションズ 西宮市和上町１－３１ 藤井　達司

002186001 （株）塩田 尾道市長江１－１－４ 塩田　公

002187001 （株）ジオダイナミック 中央区日本橋本町１－９－１ 河野　尊之

002188001 塩田工業（株） 広島市南区東雲２－１４－６ 中岡　庸浩

002189001 塩谷建設（株） 高砂市梅井３－２３－１ 塩谷　宏平

002190001 塩谷建設（株） 高岡市石瀬６－１ 塩谷　洋平

002191001 ジオテクニカル（株） 松原市田井城４－８－３ 小松　一也

006758001 （株）ジオテクニカルコンサルタント 町田市森野５－２１－１ 関根　一民

002192001 （株）ジオテクノ関西 西宮市池田町１２－２０ 藤井　博美

002193001 ジオテクノス（株） 墨田区押上１－１－２ 松本　達也

006057001 （有）塩出建設 松山市八反地甲１９０３ 塩出　史郎

002194001 （株）塩浜工業 敦賀市観音町１２－１ 塩浜　都広

002195001 ジオ・フロント（株） 墨田区石原３－８－６ 高清水　祐之

002196001 塩見測量設計（株） 福知山市字内記６５－１５ 塩見　幸雄

002197001 （株）塩屋基礎 神戸市垂水区青山台４－７－２１ 坂本　亨

001214001 （株）ジオレ・ジャパン 尼崎市東浜町１－１ 柴垣　雄一

002198001 （株）志賀塗装 熊本市東区長嶺南２－２－６３ 志賀　啓章

002199001 （株）信貴開発 神戸市中央区海岸通１－２－９タムラビル内 藤本　由香

002200001 敷総合建設（株） 大分市大字八幡１６０１ 敷嶋　秀樹

002201001 （株）事業開発社 墨田区緑２－１８－３　ＭＡＳＳビル２ 相澤　敦

006219001 （有）茂川建築設計事務所 松山市本町２－７－３ 茂川　俊英
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002202001 （株）重藤組 岡山市南区福成３－６－２２ 重藤　武士

002203001 （株）重成土建 丸亀市郡家町１３０６ 重成　幸雄

002204001 （株）茂森工務店 長浜市宮司町１１８７－２ 茂森　勇人

002205001 （株）茂山組 備前市東片上２５３ 川田　雄二

002206001 （株）繁山興業 福山市千田町３－４８－１３ 繁山　和典

006031001 （有）茂山工務店 江戸川区西葛西８－３－４ 茂山　麗偉子

002207001 （株）至高建設 神戸市西区押部谷町栄２４４ 岡田　紹宏

002208001 （株）四国海事 今治市東鳥生町５－２２ 高橋　英仁

005640001 四国開発建設（株） 高松市新北町２７－１０ 近藤　明生

002209001 四国開発土木（株） 三好郡東みよし町中庄２７６－１ 高田　忠明

002210001 四国化工建設（株） 高松市勅使町１１３１－１ 神田　豊

002211001 四国環境整備興業（株） 今治市国分１－１－１８ 青野　通久

002212001 シコク環境ビジネス（株） 丸亀市垂水町５－４ 吉田　歩

002213001 四国管制工業（株） 徳島市金沢２丁目２番５号 梯　靖之

002214001 四國機械設備（株） 大阪市西淀川区柏里３－１２－２６ 曽我　幸二

002215001 四国機電産業（株） 高松市上福岡町７６８－１５ 川西　和行

002216001 （一社）四国クリエイト協会 高松市福岡町３－１１－２２ 木村　昌司

002217001 四国計測工業（株） 仲多度郡多度津町南鴨２００－１ 寺井　昇二

002218001 四国建設工業（株） 仲多度郡琴平町苗田５６７－１ 石田　猛

002219001 四国建設コンサルタント（株） 徳島市応神町応神産業団地３－１ 天羽　誠二

006420001 （株）四国工営 高知市布師田１５８１－５ 西澤　哲志

002220001 四国工販（株） 徳島市山城西３－５１－５ 林　政憲

005748001 四国水道工業（株） 高知市鴨部１－２－８ 宮地　直

002221001 （有）四国造園 坂出市青海町６９２－３ 大坪　政文

002222001 四国大亜工業（株） 新居浜市徳常町３－１ 下村　智洋

002223001 （株）四国ダイケン 高松市寿町１－１－１２ 飯塚　学

002224001 四国竹林塗装工業（株） 新居浜市泉池町３番２４号 池田　昭大

002225001 四国通建（株） 今治市南大門町１－１－１５ 高木　康弘

002226001 四国通商（株） 高松市丸の内４－４ 三野　容志郎

002227001 四国電気工業（株） 徳島市佐古一番町１８－５ 米林　修

002228001 四国電設工業（株） 高松市扇町１－１－４８ 上池　裕

002229001 四国電設工業（株） 高松市牟礼町原４２５ 池添　昭伸

002230001 四国電話工業（株） 高知市若松町１１－２１ 森下　好博

002231001 （株）四国東通 高松市伏石町２０７４－４ 有友　敬介

002232001 四国道路施設（有） 徳島市多家良町野上９６－１ 小林　智鶴

006483001 四国土建（株） 丸亀市土器町北一丁目５４番地２ 大島　克敏

005776001 （株）四国トライ 高知市南川添１７－２１ 松尾　俊明

006039001 四国ノーミ（株） 高松市多肥下町１５１６－１ 古川　義典

002233001 （株）四国パイプクリーナー 高知市葛島３－１４－３２ 玉置　大輔

002234001 四国パイプ工業（株） 高知市塩田町２０－２６ 田岡　美加

002235001 （株）四国日立 徳島市新浜町一丁目１番４７号 中山　昌彦

002236001 （株）四国日立システムズ 高松市中央町５－３１ 広岡　辰也

002237001 シコク分析センター（株） 丸亀市北平山町２－１４－１０ 西脇　純一

002238001 四国防水工業（株） 高松市観光通１－３－４　６０４ 三好　啓一

002239001 （株）四国ポンプセンター 高知市農人町２－５ 西村　修一

002240001 四国メインテナンス（株） 高松市仏生山町甲３８１ 松本　寿

002241001 （株）四国ライト 今治市延喜甲８４０－１ 神村　正之

002242001 （株）四国ライン 徳島市南田宮３－４－５２ 井上　雄介

002243001 四国リサイクル（株） 名西郡石井町高川原字高川原１６９６ー１ 福生　和宏

002244001 四国緑化産業（株） 坂出市府中町４０８１ 宮崎　隆史

002245001 宍喰建設工業（株） 海部郡海陽町宍喰浦字松原８１－２ 谷口　美徳

002246001 （株）静岡塗装組 熊本市中央区水前寺６－４９－５ 木下　顕

002247001 （一社）システム科学研究所 京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８新町アイエスビル 丹下　真啓

002248001 システム空調（株） 高知市介良乙８２２－６ 河崎　崇

002249001 システム電気（株） 松山市中央１－５０－２ 旭　典男

002250001 システム・ハウジング（株） 町田市中町１－２５－９ 渋谷　俊彦

002251001 （株）システムハウスアールアンドシー 品川区東大井２－１３－８ 中堀　雅臣

002252001 （株）シセイサービス 尼崎市崇徳院１－３－６ 豊田　修司

002253001 （株）施設営繕サービス 廿日市市峰高２‐８‐２ 濱田　治

002254001 （株）施設工学研究所 大阪市北区万歳町４－１２ 吉住　則明

002255001 シチズンＴＩＣ（株） 小金井市前原町５－６－１２ 吉牟田　正行

005496001 （株）ジツタ 松山市三番町４－９－１２ 山内　延恭

006621001 （株）ジツタ中国 広島市中区富士見町１６－２ 實田　泰之

002256001 ＪＩＰテクノサイエンス（株） 千代田区九段南１－３－１ 家入　正隆

002257001 （株）シディック 津山市新野東５４５ 土井　良浩

006202001 （有）品田総合設計事務所 長岡市美沢４－２１０－５ 品田　要

002258001 しなのや電機（株） 明石市大久保町大窪２４７ 藤田　義明

002259001 （株）篠田製作所 岐阜市金園町３－１９－２ 篠田　圭司

002260001 しのぶや造園（株） 京都市山科区大宅中小路町６５－１５ 馬場　博幸
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002261001 （株）四宮造園 札幌市厚別区厚別南３－２－２５ 四宮　繁

002262001 （株）芝口組 高松市円座町１４２３ 芝口　邦任

002263001 柴崎電機工業（株） 神戸市長田区菅原通３－２０７－１ 柴崎　章裕

005962001 （株）芝造園建設 奈良市西大寺北町３－２－２５ 小嶋　康之

002264001 （株）シバタ建築工房 広島市安佐南区大塚西３－９－４０－６ 柴田　良次

001071001 （株）柴田工務店 真庭市蒜山中福田７５９ 柴田　浩伴

002265001 （株）柴田工務店 洲本市下加茂１丁目１番６号 柴田　大介

006341001 （株）柴田電気 岩瀬１－１－２８ 柴田　直政

006256001 柴田登記測量事務所 坂出市西大浜南１－３－１ 柴田　文男

002266001 （株）柴田塗装店 防府市大字田島２２９５‐１ 柴田　知英

002267001 （株）芝通 広島市中区河原町１０－５ 中尾　博

002268001 柴山コンサルタント（株） 名古屋市東区白壁１－６９ 加藤　芳彦

006177001 （株）シビルデザインエンジニアリングケア 帯広市南の森東２－１２－１７ 橋本　聡

002269001 （株）渋谷組 綾部市岡安町大道１１－１ 澁谷　良作

002270001 （株）渋谷測量設計 亀岡市西つつじケ丘五月台２－４０－７ 渋谷　幸雄

002271001 （株）シフト 岡山市南区福吉町３－２２ 大賀　節生

006024001 （株）治兵衛 和泉市若樫町１５８－７ 中西　通

002272001 （株）シマ 大阪市浪速区難波中１－１３－８ 高山　雅和

002273001 嶋池電気（株） 倉敷市東塚２－１３－２５ 星島　良輔

002274001 （株）嶋崎塗装店 高槻市西冠３－５３－１ 澤田　佐代子

002275001 （株）島田組 八尾市弓削町南３ー２０－２ 岩立　二郎

002276001 （株）島田組 神戸市灘区八幡町４－８－４ 島田　武幸

002277001 嶋田工業（株） 山陽小野田市大字西高泊６３１－１１ 嶋田　栄作

002278001 （株）シマダコーポレーション 奈良市南城戸町４５－３ 島田　和明

002279001 （株）島谷建設 徳島市富田橋７－１７ 島谷　速敏

005794001 島谷興業（株） 神戸市垂水区西舞子１－５－１９ 福井　弘治

002280001 島津システムソリューションズ（株） 京都市中京区西ノ京徳大寺町１ 西口　統

002281001 （株）島津製作所 京都市中京区西ノ京桑原町１ 山本　靖則

002282001 （株）島津テクノリサーチ 京都市中京区西ノ京下合町１ 福永　秀朗

005826001 シマムラ工業（有） 岡山市北区富田８－６ 嶋村　武

002283001 （有）清水組 綾部市大島町松戸６－４ 星山　千代子

002284001 清水建材（株） 大阪市中央区谷町９丁目２－１ 清水　洋

002285001 清水建設（株） 中央区京橋２－１６－１ 井上　和幸

002286001 清水工業（株） 神戸市中央区港島７－１４ 清水　洋輔

002287001 （株）清水商会 千葉市中央区松ケ丘町６３５番地 清水　博

002288001 （株）清水新星 高知市池１４０２ 清水　映至

002289001 （株）シミズシンテック 金沢市玉川町５－３６ 大江　括久

002290001 （株）清水設計 米子市石井３２２ 清水　幸憲

002291001 清水塗装工業（株） 大牟田市八江町１９－７ 清水　信介

006028001 （株）シミズ・ビルライフケア 中央区京橋２－１０－２ 富永　秀行

002292001 清水ペイント（株） 葛飾区高砂１－２３－３ 深野　正治

002293001 下岸建設（株） 広島市東区山根町２８－２２ 下岸　宏靖

002294001 （株）下建設 西松浦郡有田町本町乙３００７－８ 下　今朝隆

005587001 （株）シモデン 神戸市北区南五葉５丁目３番３号 下岸　功二

002295001 下電造園土木（株） 岡山市南区藤田５６１－８ 松本　武司

002296001 （株）下土井 淡路市遠田３１４４ 下土井　光

002297001 （株）下村測量設計事務所 宍粟市山崎町須賀澤１１７－１ 下村　孝

002298001 （株）下森建装 都城市神之山町４８４１ 下森　康玄

002299001 （株）下山組 久米郡美咲町塚角８１９－２ 下山　歩

002300001 （株）四門 千代田区神田三崎町２－４－１ 寳土　大亮

006221001 （株）ジャイロアーキテクツ 渋谷区恵比寿１－２０－２２　三富ビル７階 山本　剛弘

005912001 （株）シャインエアー さいたま市桜区西堀９－２３－５ 浜崎　源一

002301001 （株）社会安全研究所 新宿区津久戸町３－１２ 首藤　由紀

002302001 社会システム（株） 渋谷区恵比寿１－２０－２２ 小泉　健一

002303001 若越緑化（株） 福井市渕１－３０１ 鴛田　賢二

006386001 （合）ジャスティス 堺市美原区平尾２３０３－３ 中田　千晴

002304001 （株）ジャスト 横浜市青葉区あざみ野南２－４－１ 安藤　純二

002305001 ジャスト工業（株） 大阪市天王寺区玉造本町１－６－５０１ 重森　芳文

002306001 写測エンジニアリング（株） 大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 永露　潔

002307001 ジャトー（株） 大阪市北区末広町１－２２ 小野　謙治

002308001 （株）シャトー海洋調査 大阪市北区天満１－１３－１４ 黒川　潤

002309001 （株）ジャパックス 神戸市東灘区本山中町４－２－３ 大塚　光二

002310001 （株）ジャパンアセスメントオフイス 豊島区南大塚２－４５－４ 藤木　宏昌

006652001 ジャパンエレベーターパーツ（株） 和光市新倉５－６－５０ 那須　公輔

002807001 ジャパングリッド（株） 大分市小池原１２５－１ 前田　貫一

006600001 ジャパンパイル（株） 中央区日本橋箱崎町３６－２ 黒瀬　晃

006325001 ジャパンビルシステム（株） 石巻市開成１－５０ 川上　征司

002311001 ジャパンブロードキャストソリューションズ（株） 大阪市中央区今橋１－６－１９　コルマー北浜ビル１階 山根　浩二

002312001 住協建設（株） 狭山市狭山台４－２７－３８ 安永　久人
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006213001 （株）住建設計 京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町５７９－１ 若野　豪宏

002313001 十字屋土木（株） 神戸市西区神出町宝勢２２６０ 田中　英夫

002314001 （株）修成建設コンサルタント 大阪市北区野崎町７番８号梅田パークビル８階 田邊　広志

002315001 （株）修電舎 延岡市大武町３９－１１２ 一瀬　直行

006019001 周南造園（株） 下松市大字切山３０６番地４ 河村　健司

002316001 （株）秀和建設 荒川区西尾久７－４２－１２ 渡邉　秀明

006111001 首都高技術（株） 港区虎ノ門３－１０－１１ 大島　健志

002317001 （一財）首都高速道路技術センター 港区虎ノ門３－１０－１１ 安藤　憲一

002318001 （有）俊栄建設 大阪市東成区神路１－１２－２ＮＤビル４１０号 兒玉　廣子

002319001 （株）春水園 名古屋市守山区下志段味字東新田１３２４ 大島　博陸

002320001 ジョイントロードサービス（株） 尼崎市猪名寺２－２０－２０ 塩崎　寿知

002321001 昇栄（株） 北九州市八幡東区西本町２－１０－２０ 焼谷　健治

002322001 昌栄建設（株） 寝屋川市清水町６－２４ 須田　誠治

002323001 勝栄建設（株） 美作市栄町４－４ 坂田　幹夫

002324001 （有）城栄建設 大阪市東成区神路１丁目１２番２号ＮＤビル４０３号 徳谷　信広

006493001 （有）正栄工業 防府市大字仁井令７０２－２０ 松村　学

006245001 （株）昌栄工務店 枚方市長尾家具町２－１６－５３－２０１ 赤松　昌一朗

006622001 昭栄通信工業（株） 大阪市西淀川区竹島１丁目１３番２７号 熊本　亮太

002325001 昭栄電気（株） 出雲市渡橋町７７番地１ 錦織　立志

005706001 松栄電設工業（株） 大分市三佐１－１０－１３ 木村　和由

002326001 昌英塗装工業（株） 杉並区井草１－３３－１２ 加藤　敏行

006696001 （株）ショウエー設計測量事務所 北九州市小倉北区大門２－１－９ 米山　徹

002327001 （一財）上越環境科学センター 上越市下門前１６６６ 中川　幹太

002328001 生涯スポーツ建設（株） さいたま市南区別所３－５－１２　ＷＡＤＡ１９　３０２号 飯島　寛一

002329001 松鶴建設（株） 福岡市博多区博多駅前１－５－１ 中尾　栄二

005782001 （株）勝賀瀬建設 高知市朝倉甲１３７番地１８ 勝賀瀬　洋子

002330001 （株）浄管センター 福山市御幸町中津原１６７８－１ 渡辺　保則

002331001 （株）昭建 大津市浜大津２－５－９ 中村　智

006336001 （株）昇建 大阪市住吉区苅田５－１９－５－２０１ 加藤　敦久

002332001 （株）正興 富士市厚原３２８－２８ 宇佐美　良二

002333001 尚志建設（株） 大阪市北区兎和野町２－８ 大川　洋史

005983001 （株）庄司建設 倉敷市連島町連島２１２８－３ 庄司　昭彦

002334001 （株）庄司建装 生駒市俵口町６９３－５ 庄司　雅行

002335001 （株）小路建築事務所 佐賀市本庄町大字本庄５３６－３ 成松　亨

002336001 （株）松樹園 葛城市北花内５６３－１ 中島　祐史

002337001 （株）常進 今治市玉川町法界寺甲３０－９ 藤岡　猛

002339001 （株）翔設計 宇部市恩田町３－４－２１ 北奥　康親

002340001 （株）翔設計 渋谷区千駄ヶ谷４－２４－１５ 貴船　美彦

002341001 （株）ショウダイ 倉敷市新田２７８５－１ 高谷　啓治

002342001 （株）上智 砺波市千代１７６－１ 金木　春男

006340001 （株）昭電 墨田区太平４－３－８ 太田　光昭

002343001 （株）勝電技研 八丈島八丈町大賀郷３１１５ 奥山　勝也

002344001 （株）昭電設備 春日井市神屋町字森６４２ 溝口　泰伸

002345001 昭電テックス（株） 北九州市小倉北区青葉２－１２－２ 杣　剛

002346001 城東建設（株） 金沢市小立野５－２－２２ 水内　健祐

002347001 ジョウトク建設（株） 南国市前浜７４３－１ 常徳　和也

002348001 上都建設（株） 大阪市阿倍野区阪南町１－３３－１０ 堂上　雄一

002349001 （株）城内組 吉野郡川上村西河６２６ 城内　義裕

002350001 （株）城南工建 城陽市中芦原２７－１ 古瀬　善啓

002351001 （株）湘南分析センター 横浜市金沢区福浦２－１０－１２ 冨江　利博

002352001 昌平（株） 尼崎市道意町６－４９ 柄谷　順一郎

005813001 情報通信システム（株） 北区王子本町１－４－１３（加藤ビル） 加藤　康太郎

002353001 松陽建設（株） 高砂市中筋１－６－１７ 松本　一孝

002354001 城陽ダイキン空調（株） 大阪市東成区玉津１－１０－３０ 竹下　洋文

002355001 昭洋電工（株） 姫路市飾磨区蓼野町２０６ 西根　孝造

002356001 昭和（株） 北区上中里１－１１－８ 本島　哲也

002357001 昭和アステック（株） 港区東新橋２－８－１ 堀江　健介

002358001 昭和エンジニアリング（株） 大阪市中央区内平野町２－２－７ 大野　義弘

002360001 昭和技術設計（株） 郡山市鳴神１－８６ 渡辺　和明

006574001 昭和空調設備 北葛城郡王寺町畠田６－６－７ 佐藤　元信

006462001 昭和建産西部販売（株） 大阪市東住吉区桑津１－１３－３ 竹田　拓哉

002361001 勝和建設（株） 綾歌郡綾川町滝宮２６４３－１ 内田　賢一

002362001 昭和建設（株） 横浜市保土ケ谷区和田１－１３－２１ 工藤　圭亮

002363001 （株）昭和建設 京都市西京区大枝北福西町二丁目２９番地３ 國府　秀治

002364001 昭和工業（株） 秩父市大野原２２２７ 上林　弘

002365001 昭和コンクリート工業（株） 岐阜市香蘭１－１ 村瀬　大一郎

002366001 （株）昭和コンサルタント 徳島市新浜町１－１－３０ 緒方　茂

002367001 （株）昭和設計 大阪市北区豊崎４－１２－１０ 千種　幹雄

002368001 （株）昭和設計コンサルタント 大阪市北区東天満２－９－４ 松永　昇次
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002369001 （株）昭和造園土木 大阪市淀川区宮原２－１２－１４－５１３ 坂上　信明

002370001 晶和電気工業（株） 京都市南区上鳥羽北島田町２８ 藤井　正

002371001 昭和電業（株） 大阪市都島区都島本通１－１８－５ 杣　俊平

004280001 昭和電工マテリアルズ（株） 千代田区丸の内１－９－２ 丸山　寿

002372001 （株）昭和塗工社 大阪市住吉区苅田３－３－２４山洋コーポ４１０ 栃尾　憲二

002373001 （株）昭和プラント 札幌市北区新川４条３－３－７ 山田　力也

002374001 （有）松和メンテナンス 泉北郡忠岡町忠岡北２－１２－５９ 村上　淳也

002375001 （株）ジョーエイ 渋谷区富ヶ谷２－２０－１６　上永ビル４０１ 平井　勝治

002376001 （株）ショーシン 神戸市兵庫区下沢通１－１－２ 松岡　信弘

002377001 ショーボンド建設（株） 中央区日本橋箱崎町７－８ 岸本　達也

002378001 （株）ジョスコム 世田谷区船橋６－５－１９ 川上　一三

002379001 ジョンソンコントロールズ（株） 渋谷区笹塚１－５０－１笹塚ＮＡビル 吉田　浩

002380001 白石建設（株） 三鷹市下連雀３－４－２９ 白石　勝也

002381001 白石建設工業（株） 新居浜市久保田町３－９－２０ 白石　尚寛

002382001 （株）白石工業 西条市古川甲２９４‐４ 白石　幸二

002383001 白川園芸（株） 大阪市天王寺区寺田町１－１－２ＴＣビル 山本　皓一

002384001 （株）白川工業 宇治市宇治善法１１４－１７ 白川　義成

002385001 （株）白川電機製作所 目黒区目黒本町２－７－１ 白川　尚樹

002386001 白木建設（株） 国分寺市本町４－２４－２８ 白木　毅生

002387001 白田建設（株） 岩国市通津２３２５－１３ 白田　信彦

002388001 （株）白浜工業 佐世保市元町１－１０ 白浜　隆芳

002389001 白菱電気設備（株） 豊岡市中陰３９９－１２ 片岡　卓朗

002390001 シルバーテック測量 尼崎市大庄中通２－６４ 桑田　安雄

002391001 （有）城間造園土木 宝塚市中筋山手５－５－１８ 城間　貞次

002393001 （有）城山測量設計 相模原市緑区中沢８７３ 八木　勉

005909001 （株）城山ビジネス 姫路市飾東町豊国２８９－１ 寺尾　正

002392001 （株）城山ホールディングス 姫路市飾東町豊国２８９－１ 寺尾　正

006334001 （株）ジン・プロダクトライン 習志野市大久保１－２７－３井澤ビル３階 安富　祐二

002394001 シンエイ（株） 姫路市北条１０３３－１ 中塚　聖光

002395001 伸栄開発（株） たつの市揖西町小犬丸２１６８－１ 中塚　伸治

002396001 信栄建設工業（株） 神戸市兵庫区大開通９丁目２番８号 進藤　善吾

002397001 新英工業（株） 高松市茜町２０ー１４ 鈴木　英敬

006126001 （株）伸栄興産 岩国市御庄１－１１５－９ 岩岡　尚則

002398001 新栄設備（株） 京都市伏見区桃山与五郎町１－５３３ 渡辺　敏彦

002399001 真栄測量（株） 江東区南砂２－２０－３ 松林　邦晃

006556001 新栄電気（株） 大田区西蒲田５－２７－１４日研アラインビル３Ｆ 福田　修育

002400001 新栄電気工業（株） 京都市下京区中堂寺北町３０ 奥村　健次

002401001 （株）信栄補償設計 大阪市中央区内本町１－２－１４ 田中　英世

005846001 （株）シンエイライフ 犬山市大字上野字米野１１５２－２ 田中　孝昌

002402001 （株）シンエー 大阪市北区豊崎３－１６－１６－２３０６ 鷺森　義幸

002403001 （株）新大阪設計事務所 大阪市住吉区長居東４－２－６　（メゾン長居） 浅田　昌孝

006390001 シンカ（株） 福岡市南区清水２－１５－１８ 八谷　博之

002404001 新開測量（有） 七尾市大田町１０３－１２ 松原　裕俊

005960001 （株）新開発 松山市森松町１２５番地１ 新開　栄二郎

002405001 新川産業（株） 坂出市久米町２－５－２４ 新川　伸幸

002406001 新川電機（株） 広島市中区中町８－１２ 新川　文登

002407001 （株）新神野建設 加古川市神野町西条４１６－３ 宮田　英明

002408001 新企画設計（株） 松山市南高井町１９９０－８ 林　貞義

002409001 （株）シン技術コンサル 札幌市白石区栄通２－８－３０ 重清　祐之

002410001 神姫道路施設（株） 姫路市飾磨区構５－５９ 古澤　康男

002411001 新協地水（株） 郡山市土瓜１－１３－６ 佐藤　正基

002412001 シンクコンストラクション（株） 東広島市西条土与丸１－５－５５ 正路　隆弘

002413001 シンクレイヤ（株） 名古屋市中区千代田２－２１－１８ 山口　正裕

002414001 （株）シンケン 総社市総社３－１１－２４ 田中　俊行

002415001 （株）眞建築設計室 水戸市元吉田町１１８６－１ 中山　眞矢

002416001 親光（株） 五條市霊安寺町１６４１ 小林　正洋

002417001 （株）シンコウ 鳴門市撫養町南浜字東浜３４－１３ 松本　浩治

005733001 （株）新興 大阪市東成区東小橋１－１８－１－３０１ 新山　真興

006009001 （株）神高 富山市黒崎２２－３ 井上　英司

006061001 （株）しんこう 西宮市城ヶ堀町２－２２ 竹内　秀夫

005714001 新晃アトモス（株） 江東区新大橋１－１１－４ 内海　昭則

002418001 進興エンジニアリング（株） 長野市大字若槻東条１１５８－６ 鈴木　一弘

002419001 （有）信幸開発コンサルタント 京都市伏見区羽束師鴨川町３３２－７ 大町　慎一

002420001 新弘化建（株） 高松市多肥下町１５６３－２１ 増田　千也

002421001 （株）神鋼環境ソリューション 神戸市中央区脇浜町１－４－７８ 大浜　敬織

002422001 神鋼環境メンテナンス（株） 神戸市中央区磯上通２－２－２１ 箕輪　元

002423001 信号器材（株） 川崎市中原区市ノ坪１６０ 前島　敏雄

002424001 新光技術開発（株） 岡山市中区西川原１－８－１８ 山本　省二

002425001 （株）新工業 広島市安佐南区相田１丁目６－３８－５ 前　義成
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002426001 （有）伸宏建設 神石郡神石高原町高蓋３１０－６ 立石　悦子

006066001 新広建設（株） 福島市腰浜町４－３０ 渡辺　経夫

002427001 神鋼興産建設（株） 神戸市中央区脇浜町２－８－２０　神鋼不動産ウエストビル３階 高根　一

002428001 伸倖産業（株） 北九州市小倉南区下貫１－１３－１３ 近藤　朋子

002429001 新光産業（株） 宇部市厚南中央２－１－１４ 古谷　博司

002430001 新弘測量設計（株） 徳島市山城町東浜傍示５－２８１ 東條　芳顕

002431001 （株）新光測量設計 たつの市龍野町末政１３２－１ 三木　良男

002432001 新光通信工業（株） 松山市小栗６－１－３１ 井上　健司

002433001 （株）神港テクニ 西宮市甲子園七番町９－２１ 児嶋　進

002434001 新興電機（株） 豊島区東池袋４－３４－１２ 辻村　正哉

002435001 （株）新興電気 苫小牧市新開町３－１０－１ 長居　順一

002436001 振興電気（株） 品川区大崎２－１１－１大崎ウィズタワー１１Ｆ 門間　俊道

005993001 新晃電気（株） 新宿区歌舞伎町２－４－１０ 日柄　祐恵

002437001 （株）シンコウ電気商会 堺市北区新金岡町５－６－４２８ 小山　真弘

002438001 （株）新興プラント工業 大分市向原西二丁目８－３０ 山口　有一

002439001 シンコー開発（株） 舞鶴市字伊佐津６５ 星山　寿也

002440001 （株）シンコー工業 出雲市白枝町８３９－２ 曽田　郁雄

002441001 シンコー電設（株） 大阪市城東区中央２－１２－１４ 塩谷　信哉

006417001 （株）シンコーポレーション 倉敷市玉島阿賀崎２４７１－１ 中塚　小織

002442001 （株）新洲 栗東市安養寺１－１－２４ 宮島　和彦

006339001 （株）深秀園 西宮市池田町７－１９ 阪上　眞一

002443001 （株）進州電気 北九州市小倉北区熊谷４－１４－５５ 進　勝義

002444001 （株）新昭和 君津市東坂田４－３－３ 松田　芳彦

002445001 新進建設（株） 高知市九反田５－８ 小川　裕司

002446001 新進電気販売（株） 高知市潮新町２－１６－１１ 浜田　展吉

002447001 新成開発（株） 茨木市宿川原町１７－３ 石田　良宣

002448001 新生建設（有） 広島市安芸区瀬野１－１３－２８－３ 宮内　秀実

002449001 （株）新生建設コンサルタント 宮古島市平良字東仲宗根６３９－４ 上里　聡

006377001 新誠工業（株） 仲多度郡まんのう町公文１４－１ 林　愛

002450001 （株）新星コンサルタント 常総市篠山８８５－３ 中島　博敬

002451001 新生テクノス（株） 港区芝５－２９－１１ 長田　豊

002452001 新生ビルテクノ（株） 文京区千駄木３－５０－１３ 荒川　洋

002453001 （株）シンセー興建 八尾市大字山畑３６９ 新　誠一郎

002454001 （株）慎設計事務所 墨田区亀沢４－５－４ 揚場　明

001187001 （株）新創 高知市仁井田１６３１－８ 小松　千代喜

002455001 シンタカ建設（株） 尾道市新高山３－１１７０－３８ 三皷　勝美

002456001 （株）神詫組 三豊市詫間町詫間５３８－１ 詫間　正章

002457001 （株）シンテック 神戸市北区山田町上谷上古々谷３－２ 安田　和彦

002458001 （株）シンテック 那覇市銘苅２－４－５１ 新里　順一

002459001 （株）シンテック 京都市右京区西京極西衣手町４０－７ 林　邦代

006482001 （株）シンデン 松山市雄郡２－１－６ 新矢　一

002460001 （株）新電気 三郷市早稲田４－７－９ 西藤　新

002461001 新電設備工業（株） 四国中央市川之江町３５７ 石原　紘一

006402001 （株）新東京防災 目黒区青葉台４－７－７　住友不動産青葉台ヒルズ　６階 齋藤　恭志

002462001 （株）進藤組 たつの市新宮町新宮１０４１－２ 進藤　栄六

002463001 信東建設（株） 板橋区南常盤台１－２－５ 米窪　一視

002464001 神東建設（株） 神戸市灘区灘南通３－１－１３ 鳥家　榮吉

002465001 （株）新東コンサルタント 広島市西区楠木町３－１５－１１ 岩本　猛

002466001 シントク（株） 徳島市川内町加賀須野３９８－１ 吉田　喜充

002467001 （株）新土木開発コンサルタント 神戸市中央区伊藤町１１９ 吉光　茂規

002468001 （株）新日 名古屋市中川区山王１－８－２８ 秋山　学

002469001 （株）シンニチ 高松市藤塚町３－１３－１２ 齋藤　修

002470001 （株）新日通 豊中市桜の町３－２－１３ 小林　二三雄

002471001 新日本技研（株） 港区芝２－１－２３ 梶田　順一

002472001 新日本空調（株） 中央区日本橋浜町２－３１－１　浜町センタービル 前川　伸二

002473001 新日本設計（株） 姫路市神屋町４－２２ 奥田　博一

002474001 （株）新日本エグザ さいたま市北区宮原町４－１４－１０ 日水　正敏

002475001 新日本環境調査（株） 世田谷区駒沢３－１５－１ 川岸　邦充

002476001 新日本管検工業（有） 伊丹市南本町７－１－１－６０６ 渡海　優

002477001 新日本グラウト工業（株） 福岡市南区清水１－１５－１８ 原田　軍治

002478001 （株）新日本建設 茨木市三咲町１－２１ 大野　辰浩

002479001 （株）新日本建設 伊丹市瑞ケ丘４－３９－３ 大野　辰浩

002480001 （株）新日本コンサルタント 富山市奥田新町１－２３ 市森　友明

002481001 新日本設計（株） 長野市大字稲葉２５６１ 吉澤　隆美

002482001 （株）新日本設備計画 大阪市中央区備後町３－１－６ 加地　正和

002483001 神野電気（株） 松山市久米窪田町１６５－２ 池田　順一

002484001 新ビルド工業（株） 松山市石手１－４－３－３ 佐々木　勲

002485001 シンフォニアエンジニアリング（株） 伊勢市竹ヶ鼻町９９－９６ 吉田　道生

002486001 シンフォニアテクノロジー（株） 港区芝大門１－１－３０ 斉藤　文則
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002487001 （株）神報建設工業所 神戸市西区玉津町出合１０２ 近藤　正也

002488001 （株）新名工務店 高松市西春日町１１３０ 新名　孝司

002489001 （株）神盟 神戸市垂水区南多聞台３－６－２７ 北川　久晃

002490001 （株）シンメイ建設技研 宍粟市山崎町三津１８１ 神名　智美

002491001 （株）神名工務店 宍粟市山崎町三津１８１ 神名　大典

002492001 新明和アクアテクサービス（株） 神戸市東灘区本山南町８－６－２６ 石川　貞仁

002493001 新明和工業（株） 宝塚市新明和町１－１ 五十川　龍之

005966001 （株）シンユー技研 大阪市淀川区三津屋中２－１１－７ 後藤　伸介

002494001 （株）新陽 南丹市八木町八木東久保４０－４ 中川　将司

002495001 シンヨー（株） 川崎市川崎区大川町８－６ 中尾　祐輔

002496001 シンヨー電器（株） 港区三田３－４－１７ 安達　武

002497001 新菱冷熱工業（株） 新宿区四谷１－６－１ 加賀美　猛

002498001 （株）森林コンサルタント 東大阪市水走３－５－２－３０３ 宮田　龍朗

002499001 （株）森林テクニクス 文京区後楽１－７－１２ 喜　力哉

002500001 （株）シンワ 神戸市西区長畑町３－５ 奥田　哲也

006654001 （株）親和技術コンサルタント 松山市久米窪田町８７０－５ 武智　秀樹

002501001 信和建設（株） 大阪市淀川区十三本町１－１２－１５ 前田　裕幸

002502001 新和建設（株） 岡山市北区辰巳３６－１１４ 田淵　満希雄

002503001 新和建設工業（株） 福山市西深津町５－１６－３ 新谷　忠弘

002504001 新和産業（株） 境港市元町１２４－１ 奥森　清

002505001 （株）新和商会 神戸市長田区長田天神町２丁目４番２８号 高山　義和

002506001 （株）神和商事 三木市別所町東這田７７ 筒井　常雄

002507001 信和設計（株） 新宿区大久保２－３－４ 相原　克次

002508001 進和測量設計（株） 伊丹市野間北３－１２－２７ 高橋　潔

002509001 （有）新和電機 東大和市仲原４－１１－１９ 尾崎　隆之

002510001 信和電気計装（株） 茨木市島２－１１－２０ 里　千三郎

006754001 （株）水域ネットワーク 江戸川区西葛西６－８－１０ 荒川　洋

002511001 （株）水機テクノス 世田谷区桜丘５－４８－１６ 古川　徹

002512001 （株）水工社 大阪市中央区備後町１－６－１５　明治安田生命備後町ビル 福島　剛

002513001 （株）翠星園 和泉市伯太町２－３３－１９ 若林　主治

002514001 （株）スイタ情報システム 港区浜松町２－６－２ 荒居　新蔵

005465001 水道機工（株） 世田谷区桜丘５－４８－１６ 角川　政信

002515001 （株）数理計画 千代田区神田猿楽町２－５－４ 深山　暁生

002516001 末沢建設（株） 津山市押入１２１９－７ 末沢　由博

002517001 末澤緑地（株） 高松市鬼無町鬼無１２２ 末澤　里佳

002518001 （株）末友造園 高松市鹿角町５８５－３ 末友　誠一

002519001 末延建設（株） 光市大字塩田３４３０ 河野　正太郎

002520001 末廣屋電機（株） 札幌市白石区菊水２条１丁目４番２０号 猪股　浩徳

002521001 （株）末松工務店 京都市中京区壬生梛ノ宮町２０ 末松　正博

005623001 （株）須貝工務店 神戸市兵庫区松原通４－１－１５ 須貝　静雄

006458001 （株）スカイネット 横浜市保土ケ谷区宮田町１－３－３－７０１ 内空閑　裕介

006489001 （有）スカイ・プラント 佐世保市天神２丁目２３５番地１ 吉田　茂晴

002522001 （株）菅組 三豊市仁尾町仁尾辛１５－１ 菅　徹夫

002523001 （株）菅組 豊後高田市香々地４０８９ 堤　俊之

002524001 須賀工業（株） 台東区上野５－１８－１０ 津田　端孝

002525001 （株）スガナミ 大阪市此花区春日出中２丁目７番１３ 菅波　靖起

002526001 菅根測量（株） 田辺市新万２５－３３ 菅根　清

002527001 （株）菅原塗装 徳島市津田海岸町６－１０ 菅原　清司

006674001 （株）須川ラボ 世田谷区等々力２－３２－１１　ドゥエリング等々力２０７ 須川　哲也

002528001 （株）スギウラ・アーキテクツ 目黒区駒場３－２－１９ 杉浦　友哉

006020001 杉浦電工（株） 静岡市駿河区みずほ５－１３－７ 杉浦　敏弘

002529001 杉岡建設（株） 新見市新見３６８－４ 杉岡　裕男

005863001 （株）杉建設 大阪市平野区瓜破７－１－５ 辰己　政博

006345001 （株）杉田林業 加賀郡吉備中央町富永１４２３－１ 杉田　真人

002530001 （株）杉野工務店 松山市清住２－１０８７－１ 佐古　英樹

002531001 （株）杉原設計事務所 新宿区新宿１－２０－１３ 山崎　修一

002532001 杉本電気工事（株） 神戸市兵庫区永沢町２－１－４ 杉本　衞

002533001 杉本道路（株） 岡山市北区今７－２４－２３ 杉本　浩治

005952001 （株）杉本塗装店 伊丹市北河原３－１－３ 杉本　俊文

006666001 スキャドロン（株） 橿原市久米町５４０－３ 多根井　則博

006544001 （株）スキャンインター 川崎市宮前区鷺沼１－１８－１ 影山　伸

006698001 （有）スクエアエンジニアリング 大東市氷野１－１６－５９ 福留　栄仁

002534001 （有）スケープテクチャー 北葛城郡河合町川合４９０ 田畑　三治

002535001 須工ときわ（株） 高知市潮新町２－１２－３２ 國藤　浩史

002536001 （株）ズコーシャ 帯広市西十八条北１－１７ 関本　裕至

002537001 （有）スサノ 豊岡市出石町中村９４３ 徳網　京子

002538001 （株）鈴鹿設計事務所 大津市真野２－２７－４ 河合　秀隆

002540001 （株）鈴木建設 三木市志染町中自由が丘２－４４０ 鈴木　一幸

002541001 （株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島１－５－１１ 平山　光信
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002542001 （株）鈴木工務店 福山市丸之内１－４－１ 鈴木　章平

002543001 ススキ電機（株） 福井市南四ッ居１－１０－３９ 鈴木　未奈美

002544001 （株）鈴木電気商会 袋井市堀越３－１７－１５ 鈴木　通之

002545001 （株）鈴木塗装工務店 足立区柳原２－３０－１４ 鈴木　英之

002546001 （株）鈴木メンテナンス 京都市右京区西院月双町３３番地 鈴木　明廣

002547001 鈴中工業（株） 名古屋市中区丸の内１－９－７ 鈴木　康仁

002548001 スターエンジニアリング（株） 守山市二町町１９８－１ 和田　英幸

006454001 スター総合建設（株） 富山市桜木町１番１１号 大矢　晴夫

002549001 スターツＣＡＭ（株） 江戸川区中葛西３－３７－４ 直井　秀幸

002550001 ストゥーディオクレアティーヴォ一級建築士事務所 浜松市中区松城町１０７－１５ 大野　靖

002551001 （株）砂原組 広島市中区平野町１－１６ 砂原　傑

002552001 （株）スナミ 神戸市中央区加納町２－６－２６ 東海林　隆

005661001 （株）すばる建設 三郷市三郷３－６－６ 稲村　隆浩

002553001 スバル興業（株） 千代田区有楽町１－１０－１ 永田　泉治

002554001 （株）スペース・グリーン 松原市阿保５－７－２５ 本荘　悟

002555001 スペースコンストラクター（同） 台東区北上野２－１－８ 佐久間　喬悟

006714001 （株）すま建築と福祉の研究所 神戸市須磨区月見山町１－３－１１ 木下　功

002556001 （株）住化分析センター 大阪市中央区高麗橋４－６－１７ 金岡　昌治

002558001 住鉱資源開発（株） 港区虎ノ門３－８－２１ 大和　裕

002559001 住澤塗装工業（株） 富山市萩原７２－１ 住澤　壮吉

002560001 スミセキ・コンテック（株） 札幌市中央区北２条西１３－１－３７ 工藤　泰功

002561001 （株）住田建設 神戸市西区櫨谷町長谷７５ 住田　秀雄

002562001 （有）角田塗装工業 松山市清住１－６－２１ 角田　眞吾

002563001 住友電工システムソリューション（株） 文京区関口１－４３－５　新目白ビル 鷲見　公一

002564001 住友電設（株） 大阪市西区阿波座２－１－４ 谷　信

002565001 炭平コーポレーション（株） 長野市北長池１６６７ 鷲澤　幸一

006678001 （株）すみれ測量設計事務所 江東区森下２－２０－５ 関口　恭史

002566001 （株）洲本建設 洲本市桑間７０３番地 野上　雅一

002567001 （株）寿陽建設 北九州市小倉南区下貫１－１３－１３ 近藤　幸穂

002568001 （株）スリーエスコンサルタンツ 大阪市北区中崎西２－４－１２ 北野　和孝

002569001 スリーコウ（株） 高梁市正宗町１９０５ 中田　公人

002570001 駿河工業（株） 静岡市駿河区西脇６６１－１ 大川内　利文

002571001 （株）駿府設計 新宿区百人町１－１３－１　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔

002572001 （株）セア・プラス 横浜市緑区十日市場町８２２－１０ 坂本　歩

002573001 （株）静環検査センター 藤枝市高柳２３１０ 徳田　茂

002574001 世紀開発（株） 姫路市東延末４－８０ 神名　百合子

002575001 （株）生貴建設 堺市堺区海山町２－１２３ 嘉陽　英二

002576001 （株）成義建設 京都市南区吉祥院蒔絵町２７－２ 白川　義晴

005705001 聖輝電設（株） 熊本市南区平田２－２０－４１ 佐藤　高志

002577001 世紀東急工業（株） 港区三田３－１３－１６ 平　喜一

002578001 （株）精研 大阪市中央区南船場２－１－３ 上野　俊信

006072001 西建産業（株） 揖斐郡揖斐川町脛永１６４５－１ 宗宮　興裕

002579001 （株）清建設緑地 徳島市川内町富吉１０９－６ 清　竜治

002580001 （株）清光園芸 倉敷市早高２４番地 大村　秀樹

002581001 成好設備工業（株） 津山市山北６２１－１７ 安田　英祥

006426001 星晃設備工業（有） 松山市南吉田町２４４７－１ 星加　孝三

002582001 （株）正興電機製作所 福岡市博多区東光２－７－２５ 添田　英俊

006164001 （株）セイコー 久留米市上津町１８７４ 伊藤　和彦

002583001 セイコータイムシステム（株） 江東区福住２－４－３ 石井　俊太郎

002584001 （株）清山園 岡山市北区楢津２９３－１ 伊丹　富貴雄

002585001 （株）誠実興業 岡山市東区竹原１７７１－１ 大橋　一実

002586001 （株）西神建設工業 倉敷市水島南春日町１１－２８ 清水　修

002587001 誠信建設工業（株） 枚方市楠葉並木２－２０－６ 國田　欣吾

002588001 （株）清田建設 仲多度郡まんのう町真野３０８－３ 清田　幸弘

002589001 成長機電（株） 防府市国衙１－９－１３ 河本　仁

006510001 （株）誠電社 福島市高野河原下１９－１５ 渡辺　誠

002590001 セイトー（株） 静岡市駿河区下川原南２番２４号 佐藤　利明

002591001 （株）西播設計 たつの市龍野町日山２２９－１ 永井　晴夫

005991001 セイビネット（株） 大阪市中央区玉造２－３－１７ 佐藤　直樹

006571001 （有）西部安全 吹田市山田東４－６－６ 吉江　栄二

002592001 西部環境調査（株） 佐世保市三川内新町２６番１ 山本　利典

002593001 （株）西部技建コンサルタント 小林市細野４１５８ 前原　哲郎

002594001 西部技術コンサルタント（株） 岡山市北区問屋町６－１０１ 清水　英二

002595001 西武建設（株） 所沢市くすのき台１－１１－１ 佐藤　誠

002596001 （有）西武建設 福井市グリーンハイツ１０－１３０ 広川　健二

002597001 西武造園（株） 豊島区長崎５－１－３４ 大嶋　聡

002598001 西部造園土木（株） 尼崎市武庫之荘８－１２－３０ 武井　彰

002599001 西部電気建設（株） 神戸市灘区都通４－１－１ 坂上　彰

002600001 西部電気工業（株） 福岡市博多区博多駅東３－７－１ 熊本　敏彦
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002601001 西部電建（株） 西脇市西脇８８５－１２０ 金井　郁智

002602001 西部電工（株） 姫路市広畑区鶴町２‐３１ 小山　恵生

006032001 （株）西部緑化 練馬区上石神井南町１３－１１ 内藤　有二

002603001 セイホ工業（株） 大阪市西区新町２－４－２なにわ筋ＳＩＡビル１０階 奥澤　文吾

002604001 （株）セイミツ 高知市土居町１６－７ 小林　正典

002605001 （株）セイム 三原市皆実４－８－６ 福戸山　裕弘

002606001 成友興業（株） あきる野市草花１１４１－１ 細沼　順人

002607001 セイリョウ建設（株） 福知山市字堀２６００－８ 秋本　雅史

002608001 （株）誠良興業 高松市春日町１２９ 宮宇地　栄治

002609001 西菱電機（株） 伊丹市藤ノ木３－５－３３ 西井　希伊

006475001 西菱電機フィールディング（株） 横浜市西区南幸２－２０－５　東伸２４ビル 新井　健男

002610001 （有）誠和クリエイト 神戸市灘区鶴甲３－５－３０－１０９ 坂本　信晴

002611001 （株）清和建設 大阪市東成区神路１丁目１２番２号ＮＤビル４０１号 石伏　昭

002612001 生和建設（株） 岡山市北区花尻みどり町３－１０８ 生田　清治

002613001 世和建設（株） 堺市堺区甲斐町西２－２－２３ 田中　富雄

002614001 セイワコンサルタント（株） 松山市朝生田町５－５－１５ 阿部　哲一

002615001 成和コンサルタント（株） 新宿区西早稲田２－１８－２３ 堀越　研一

002616001 正和設計（株） 大津市打出浜３－７ 田中　英幸

002617001 （株）清和設計事務所 丸亀市川西町北２０４１ 神余　智夫

006751001 （株）誠和設計事務所 大阪市西区新町１－１３－３ 西　啓文

002618001 誠和設備（株） 大阪市都島区片町２－７－７ 前田　裕子

002619001 （株）清和設備設計 墨田区両国１－１３－１１ 森　洋一

002620001 （株）誠和総合産業 高石市千代田１－８－８ 坂本　玉子

002621001 星和電機（株） 城陽市寺田新池３６ 増山　晃章

002622001 正和電機（株） 高知市朝倉丙２９８番地４ 竹内　大藏

002623001 成和電気工事（株） 神戸市兵庫区塚本通５－２－８ 辻　勇次

002624001 （株）セイワプラント 大阪市住吉区長居４－５－１８－１０４ 井原　純

002625001 成和リニューアルワークス（株） 港区六本木１－６－１ 幸長　茂雄

005805001 セーバー技研（株） 神戸市灘区浜田町１－１－３１ 中村　拓郎

006561001 （株）セオ防水技建 板橋区赤塚５－２５－２ 瀬尾　正弘

002626001 ゼオライト（株） 福岡市博多区那珂５－１－１１ 嶋村　謙志

006199001 ゼオン山口（株） 周南市那智町２－１ 高村　利之

002627001 関口工業（株） 志木市中宗岡１－３－３４ 星野　博之

006305001 （有）積産 鳥取市国安２２４番地の１ 藤原　昭敏

002628001 （株）関野建設 田川市寿町７－３５ 関野　春俊

002629001 セキュリティ電工（株） 広島市安佐南区祇園 森岡　正一

005495001 （株）セキュリティハウス 岡山市中区倉田２９６－１３ 小野　真人

002630001 （株）施工技術研究所 豊島区南大塚３－３７－５大塚台パークサイドピル４Ｆ 大城　浩光

002631001 （株）世古口建設 多気郡明和町大字斎宮３９０８ 世古口　芳男

002632001 （株）世古口建設南勢処分場 伊勢市勢田町６１２－７ 世古口　真彦

002633001 セコム（株） 渋谷区神宮前１－５－１ 尾関　一郎

005840001 セコム高知（株） 高知市北本町４－２－１２ 植村　博史

002634001 （株）設計コンサルタント 高松市田村町４８４－４ 細谷　幸弘

002635001 設計事務所上田 姫路市豊沢町２７　左川ビル２階 上田　達也

002636001 （有）設計事務所ゴンドラ 文京区春日１－５－３ 小林　純子

002637001 攝津電機工業（株） 箕面市稲６－２－１ 賀内　一彦

002638001 摂津電気工事（株） 吹田市元町２５－２１ 高津　昇

006002001 （有）ＺＥＴＴ 茅野市中沖７－１ 高橋　純

002639001 （株）セツビ 岡山市南区新保６６９－７ 亀川　清司

002640001 （株）設備設計ヤマグチ 岡山市南区新保６５８－４ 山口　利美

002641001 （株）セトウチ 竹原市東野町１５８－３ 土肥　真也

002642001 （株）瀬戸内 今治市伯方町北浦甲１３３５－１８ 野間　信宏

002643001 （株）瀬戸内園芸センター 今治市旦甲２４８番地１ 丹下　貴啓

002644001 （株）瀬戸内開発コンサルタント 広島市西区大宮２－２－２ 飯田　昇

002645001 （株）瀬戸内しまなみリーディング 今治市東鳥生町５－１５ 山内　穣

002646001 瀬戸内造園（株） 岡山市中区西川原２８ー１ 青木　浩平

002647001 瀬戸内塗装（株） 倉敷市児島宇野津２０３０－２５ 平山　吾興

002648001 （株）瀬戸内不動産鑑定事務所 福山市若松町３－１０ 平木　三千人

002649001 瀬戸内ライン工業（株） 松山市藤原２－１－２６ 吉田　隆敏

002650001 瀬戸内緑地（株） 松山市下伊台町６１４ 蓮田　政文

002651001 （株）瀬戸中央建設 玉野市築港５－７－３ 藤原　幸成

002652001 （株）セトデン 今治市波止浜１８番地１ 小島　秀範

002653001 瀬戸電設工業（株） 福山市瀬戸町山北４２３－１ 郷原　勝己

002654001 ベルテクス建設（株） 吹田市広芝町７－２９ 仙波　昌

002655001 （株）錢高組 大阪市西区西本町２－２－４ 銭高　久善

002656001 銭屋電機（株） 西脇市西脇１０３３ 前川　康二

002657001 （株）ゼネス 宇治市広野町西裏２８－３ 吉川　隆信

002658001 （株）セノオ 徳島市金沢１－５－１１ 兼子　信之

002659001 （株）セノン 新宿区西新宿２－１－１ 小谷野　宗靖
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002660001 （株）セピオ 岡山市北区辰巳５－１１０ 片山　恭平

002661001 （株）ゼファロス 三豊市詫間町詫間３３７－５ 森　公三

002662001 （株）セフティ 堺市南区稲葉２丁１７３４番地 松室　真

002663001 セブン開発（株） たつの市揖西町小犬丸２１６７－１ 横山　寛之

005787001 （株）セブン技研 大阪市福島区福島２－９－１１ 鷺森　貴信

002664001 ＣＥＲＡ建築構造設計一級建築士事務所 鶴ヶ島市富士見１－９－８－２０２ 世良　信次

005881001 （株）セラフ榎本 川口市芝中田２－３４－１６ 榎本　修

002665001 （株）セリオス 大阪市中央区瓦町２－４－１０ 須崎　恭弘

002666001 （株）セリタ建設 武雄市朝日町中野１０１５３－４ 芹田　章博

002667001 （株）セレス 我孫子市並木５－６－１３ 前田　貢

002668001 ゼロ建設工業（株） 大阪市東成区東今里２－１－２８八景村マンション３０７室 中山　惠司

006608001 （株）ゼロワン 倉敷市福田町浦田２４６１－５９ 田村　由香理

006189001 （有）ゼン建築設計 神戸市中央区元町通６－１－４ 星野　成男

002669001 全国工業（株） 大阪市大正区泉尾二丁目１番４号 板垣　健

002670001 泉州測地（株） 岸和田市土生町１６１ 藤田　和秀

005487001 （株）善設計 大田区仲池上２－１９－１１ 鈴木　善彦

002671001 （株）センダイ工部コンサルタント 和歌山市永穂２４４－４ 鈴木　徹也

002672001 全淡建設（株） 南あわじ市松帆塩浜１２７ 平川　智己

002673001 （株）ゼンテック 足立区千住中居町２８－５　ＳＮ千住ビル 吉沢　和久

002674001 （株）全土木 大阪市西区西本町２－５－２８ 清水　智朗

002675001 （株）セントラル技研 八王子市元横山町１－２－１３ 今村　教夫

002676001 セントラルコンサルタント（株） 中央区晴海２－５－２４ 木原　一行

006254001 （株）千成工務店 堺市堺区柏木町４丁１番１１エリザベスビル２Ｆ 千崎　力世

002677001 全日本コンサルタント（株） 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 濱元　博之

002679001 （株）ゼンリン 北九州市戸畑区中原新町３－１ 高山　善司

002680001 善和建設（株） 小野市敷地町１６４１－２１ 谷河　善隆

006155001 （有）ＳＯＹ　ｓｏｕｒｃｅ建築設計事務所 仙台市青葉区上杉１－１５－２４　林産上杉ビル３Ｆ 太田　秀俊

006166001 ソイルアンドロツクエンジニアリング（株） 豊中市庄内栄町２－２１－１ 後藤　政昭

002681001 （株）ソイル・エング 横浜市戸塚区川上町５７０－４ 辻村　繁郎

002682001 （株）ソイルシステム 横浜市神奈川区栄町２２－９ 中村　三喜雄

002683001 （株）ソイルシステム 大阪市東成区大今里西１－８－３ 寺西　一哲

005988001 （株）ソイルテック 赤穂市浜市 江見　晴美

002684001 （株）ソイル・ブレーン 周南市大字栗屋１０３５－６ 渡邉　一

002685001 （株）相愛 高知市重倉２６６－２ 永野　敬典

006445001 双栄基礎工業（株） 新宿区西新宿１－２３－１ 若山　圭介

002686001 （有）造園土木植清園 守口市八島町１２－３ 大塚　保

002687001 （株）綜企画設計 中央区日本橋蛎殻町１－３０－５ 原　澄雄

005529001 造景調査設計（株） 高松市香南町西庄２１１８－２ 井澤　宏俊

002688001 （株）創建 名古屋市中区大須４－１０－３２ 筒井　康仁

002689001 創建工業（株） 広島市中区榎町２－１４ 鵜飼　誠晃

006323001 （株）総建コーポレーション 岡山市東区正儀５０４９－１ 山崎　信夫

002690001 （株）創建社ディーアンドアール設計 大阪市中央区平野町３－１－１０ 山本　壽明

002691001 （株）総合開発 観音寺市瀬戸町２－１４－１６ 大久保　健吾

002692001 （株）総合環境計画 江東区牡丹１－１４－１ 横山　隆二郎

002693001 （株）総合環境研究所 松本市高宮南５－２６－１ 高山　光弘

002694001 （株）総合環境分析 横浜市緑区鴨居１－１３－２ 石渡　壮

006197001 （株）総合鑑定調査 名古屋市中区錦１－６－１８　Ｊ・伊藤ビル４階 小森　ヒロシ

002695001 総合技研（株） 呉市吉浦東町１２－１７ 久保　正裕

006681001 （株）総合技建コンサルタント 仲多度郡琴平町上櫛梨土福９６２－３ 氏家　千香

002696001 （株）総合技術 藤岡市藤岡１９９７－２ 大塚　理絵

002697001 （株）綜合技術コンサルタント 江東区亀戸７－６－４ 井之口　共雄

002698001 （株）総合技術サービス 岡山市北区下伊福西町７－３２－２１８ 今中　雅樹

002699001 綜合警備保障（株） 港区元赤坂１－６－６ 青山　幸恭

002700001 （株）総合コンサルタンツ 坂出市川津町６３２８－１ 石垣　孝行

002701001 （株）綜合設計 岡山市北区今保１８５－８ 井上　元

002702001 （株）綜合設計 東かがわ市小海２４７５－２ 水口　正年

006723001 （株）総合設計研究所 千代田区飯田橋４－９－４ 木村　弘

002703001 （株）総合設備コンサルタント 渋谷区幡ヶ谷１－３４－１４ 砂川　達也

002704001 （株）総合ハイテック 坂出市林田町４２８５－１４７ 中井　邦夫

002705001 （株）総合緑化 交野市星田８丁目９番２９号 奥田　香代子

002706001 （有）双樹園 高松市円座町１５７５－１０ 佐藤　誠治

002707001 （株）総商 川崎市高津区東野川２－２９－１１ 青木　秀泰

002708001 象印チェンブロック（株） 大阪狭山市岩室２－１８０ 津田　修作

002709001 （株）蒼設備設計 品川区西五反田７－２１－１ 平野　大介

002710001 （株）創拓 岡山市中区藤原西町２－７－２８ 糸野　英樹

005778001 創電工業（株） 岸和田市田治米町６０－１ 松尾　幸治

005907001 創電設備（株） 大阪市浪速区元町１－４－１３ 井本　勝久

005829001 （株）ＺＯＵＴＯ 堺市堺区松屋大和川通１－１６－６ 増田　孝

006430001 （株）創備 広島市安佐南区祇園２－１７－４１ 谷本　剛
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002711001 （株）創和技術 横浜市西区桜木町７－４４ＭＭビル１Ｆ 金子　和雄

002712001 （株）創和技術 横須賀市本町１－２３ 山口　和也

002713001 （株）相和技術研究所 品川区上大崎２－１８－１ 平野　尚久

002714001 （株）創和グリーン 川西市石道字茶ヤ垣内２３０－１ 溝口　小市

006585001 創和工業（株） 世田谷区弦巻４‐２１‐２２ 宗清　公彦

006724001 （株）創和三幸設計 横浜市中区日本大通り６０番 佐藤　稔

002715001 （有）ソーシーズ 坂出市昭和町１－５－３９ 山田　政輝

002724001 外谷技建工業（株） 大阪市平野区長吉長原西２－９－１９ 外谷　等

002716001 曽我部建設（株） 今治市辻堂３－５－６２ 曽我部　昌治

002717001 （株）曽川建設 観音寺市高屋町８００ 曽川　暢彦

006100001 （株）測進開発 宮崎市大字跡江６６０ 日高　誠紀

002718001 （株）測地 橿原市山之坊町１２６－１７ 谷口　孝夫

002719001 測地技研（株） 邑智郡邑南町三日市１２－８ 前本　幸也

002720001 （株）測地コンサルタント 清瀬市元町２－２５－１２ 島田　貢孝

002721001 （株）そごう 枚方市村野東町２－１３ 十河　宏輔

002722001 十河建設（株） 神戸市兵庫区西柳原町３－５ 十河　孝一

002723001 （株）ソトムラ 東大阪市足代３－５－１ 外村　耕作

006347001 ソニービジネスソリューション（株） 港区港南１－７－１ 古田　了嗣

002725001 （株）ソネック 高砂市曽根町２２５７番地の１ 福島　孝一

002726001 （有）曽根電設 倉敷市児島味野上２－５－４１－１ 曽根　和孝

005657001 園建工業（株） 尼崎市小中島１－１９－１４ 杉山　定浩

002727001 （株）ソフトエンジニアリング 山口市大内長野１４８１－１ 松田　祥司

005851001 （株）染めＱテクノロジィ 猿島郡五霞町元栗橋５９７１－３１ 菱木　貞夫

005767001 曽山建設（株） 霧島市隼人町神宮３－１－２６ 石野田　洋昭

006687001 （株）ｓｏｒａ建築デザイン事務所 神戸市中央区楠町６－１０－１２－４０１ 笹倉　和宏

002728001 （株）ソルコム 広島市中区南千田東町２－３２ 平原　敏行

002729001 （株）ソレイユ 千代田区大手町１－６－１ 丸山　昇

002730001 大亜工業（株） 広島市中区光南六丁目３番８１号 小林　達郎

006577001 大安建設工業（株） 大阪市東成区中本４－１３－２　コンフォール１０１号 加藤　隆司

002731001 第一建設機工（株） 西宮市今津港町２－３０ 礒野　雅文

002732001 （有）第一建設工業 広島市佐伯区八幡東１－２８－２０ 川田　展靖

002733001 第一航業（株） 杉並区阿佐谷北３－４１－１２ 曽野　哲人

002734001 第一工業（株） 千代田区丸の内３－３－１ 篠原　直男

002735001 （株）第一コンサルタンツ 高知市介良甲８２８－１ 右城　猛

002736001 （株）ダイイチコンストラクション 伊丹市安堂寺町６－３９６ 徐　雄一

005871001 （株）大市住宅産業 篠山市吹新６４－２ 大前　裕樹

002737001 第一設計監理（株） 湖南市中央１－６ 谷口　徳次郎

002738001 大一設備（株） 高知市大膳町６－２ 石元　貴雄

005682001 第一設備工業（株） 港区芝浦４－１５－３３ 坂上　清人

002739001 （株）第一総合エンジニア 広島市安佐南区川内２－３－５３－７ 上田　清文

002740001 第一総合技術（株） 福岡市博多区諸岡１－７－２５ 米倉　隆盛

002741001 （株）第一測量 たつの市龍野町日山２４７－３ 石井　茂則

002742001 第一測量（株） 高松市塩上町１－３－６ 宮本　好峰

002743001 （株）第一測量設計事務所 徳島市佐古一番町３－１７ 生原　健一郎

002744001 （株）第一テクノ 品川区南大井６－１３－１０ 向井　善彦

002745001 （株）第一テクノコンサルタンツ 延岡市出北１－２６－２６ 塩月　隆久

002746001 （株）第一テック 田辺市稲成町３３６－１ 朝間　一議

002748001 第一電機工業（株） 金沢市森戸１－１６６ 瀬戸　和夫

002747001 大一電気工業（株） 高松市松福町２－４－６ 長瀬　裕亮

002749001 第一塗工（株） 名古屋市中区新栄３－１６－１０ 春田　和久

002750001 （株）第一土木 京都市下京区中堂寺坊城町３５－２ 中川　将人

002751001 第一美研興業（株） 広島市佐伯区八幡３－１６－１３ 石崎　満

002752001 （株）第一ヒューテック 新宿区四谷１－２３ 島谷　聡

002753001 第一復建（株） 福岡市南区清水４－２－８ 田中　清

002754001 第一防災（株） 守口市大日東町１２番５号 辻村　典彦

002755001 第一舗道（株） 尼崎市水堂町４－２０－３ 中家　健一郎

005964001 （株）第一リフォーム 豊島区池袋２－１４－２池袋二丁目ビルディング９階 佐藤　崇浩

002756001 大栄建設（株） 姫路市飾磨区英賀清水町２－２０ 北條　宏子

002757001 （株）大永建設 尼崎市東園田町６－９６－５－１０６ 平本　元一

002758001 大栄産業（株） 知多郡美浜町大字北方字西側８５－１ 木村　雄三

005982001 大栄産業（株） 田川市大字奈良１５８７－４ 船原　順二

002759001 大榮施設（有） 板橋区赤塚５－１－１ 関矢　晃義

002760001 大栄設備（株） 甲府市下飯田２－１１－１７ 望月　愼太郎

002761001 大栄電気（株） 中央区湊１－１４－１５ 岡村　峰督

002762001 大栄電業（株） 広島市西区南観音１－３－３ 貫名　徹

002763001 ダイエーコンサルタント（株） 宇佐市大字森山１８１３－５ 岩田　美沙

002764001 ダイエープロビス（株） 長岡市宝４‐２‐２５ 南雲　博文

002765001 （株）ダイエツ 会津若松市表町２－５３ 大塚　修一

002766001 （株）大旺 今治市喜田村４－１０－２５ 越智　雅一
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002767001 大旺新洋（株） 高知市仁井田１６２５－２ 小西　啓太

002768001 タイガー電気（株） 不破郡垂井町栗原１２６５－１５ 伊藤　博和

002769001 大海建設工業（株） 大島郡周防大島町大字平野２７１－１５ 濱田　正泰

002770001 （株）大兼工務店 東近江市佐生町１５０ 辻野　宜昭

002771001 （株）大輝 府中市武蔵台３－７－８ 岡野　一徳

002772001 （株）タイキ 大阪市天王寺区寺田町１－１－２ 矢野　幸吉

002773001 （株）大起 豊中市中桜塚２－１２－９ 伊藤　隆博

005728001 （株）大喜 大阪市住吉区山之内元町３－２ 大原　律子

002774001 （株）ダイキアクシス 松山市美沢１－９－１ 大亀　裕

002775001 （有）ダイキ開発 宍粟市山崎町今宿２３４ 大谷　みゆき

002776001 大貴建設（株） 呉市広古新開２－１４－３３ 岡本　均

002777001 大企建設（株） 善通寺市櫛梨町５００－１ 白川　洋一

002778001 大樹建設（株） 堺市北区北長尾町４－７－３ 島村　正次

002779001 大喜建設（株） 西宮市柳本町１－２３ 諸富　真一

002780001 大起建設（株） 門真市三ツ島１－２４－５３ 八木　雅夫

002781001 大樹産業（有） 松山市天山３－６－１４ 倉橋　義広

002782001 （株）大氣社 新宿区西新宿８－１７－１ 加藤　考二

002783001 （株）大気電機工業所 東大阪市衣摺２－１０－１１ 林　靖貴

002784001 （株）大京穴吹建設 高松市藤塚町１－１１－２２ 眞鍋　忠晴

002785001 大共道路設備（株） 大阪市平野区加美南５－１３－２７ 村瀬　孝雄

002786001 大協土木（株） 高松市牟礼町大町２５４７－５ 大畑　年

002787001 ダイキンエアテクノ（株） 墨田区両国２－１０－８住友不動産両国ビル 桑山　隆

002788001 ダイキン工業（株） 大阪市北区中崎西２－４－１２ 十河　政則

002789001 ダイクウ（株） 大阪市中央区釣鐘町１－３－４　ダイクウビル 中村　淳一

002790001 （株）大建エンジニアリング 北九州市小倉北区堺町１－９－１０ 境　郁生

002791001 （株）大建技術コンサルタンツ 大阪市中央区南新町１－３－１０ 福田　哲也

002792001 （株）大建コンサルタント 名古屋市中区大須４－１１－１７ 廣瀬　稔也

002793001 （株）大建コンサルタント 益田市大谷町５５ 村木　繁

002794001 大建住宅（株） 丸亀市郡家町１０３２－１ 大岡　信夫

002795001 （株）大建設計 品川区東五反田５－１０－８ 菅野　尚教

002796001 （株）大建設計工務 松山市湯渡町５－３６ 正岡　秀樹

006101001 （株）大建測量エンジニア 北九州市小倉北区篠崎２－３－１０ 椛嶋　寿彦

002797001 大建塗装（株） 高松市多肥上町２２２０番地１０ 大山　巖

006343001 （有）ダイゴ 宍粟市山崎町五十波１７－３ 山中　英司

002798001 （有）大幸 坂出市旭町３－６－２０ 吉田　昌嗣

002799001 （株）大広エンジニアリング 広島市西区南観音７－１３－１４ 正木　普

002800001 （株）大興エンジニアリング 養父市八鹿町坂本９１－１ 大谷　史晃

002801001 太閤木下建設（株） 東大阪市長田西４－４－２１ 木下　吉数

002802001 （株）大幸建設 明石市魚住町住吉１－３－１５ 井上　健太

002803001 （有）大弘建設 神戸市中央区御幸通３－１－２３ロングライフビル 國方　里加

002804001 （株）大広建設 瀬戸内市邑久町福中１０７ 大森　一慶

002805001 （株）大幸建設興業 加古郡播磨町東本荘１－５－１０－３０２ 井上　健太

002806001 （株）大晃工業 鳥取市徳尾１７８－４ 高田　重利

002808001 大興電設（株） 広島市中区河原町５－１６ 村上　誠

002809001 大幸道路管理（株） 神戸市兵庫区島上町２―２―２２―２Ｆ 田中　秀行

002810001 ダイコー（株） 港区芝大門１－１－１ 兒玉　康資

002811001 （株）醍醐建設 真庭市上河内１０６８ 両部　隆治

002812001 第五工業（株） 和歌山市北田辺丁５番地 山田　敬三

002813001 （株）醍醐設備 京都市伏見区醍醐新町裏町４ 森口　良寛

002814001 （株）大三洋行 港区港南２－５－１１ 白地　英昭

002815001 大志工業（株） 大阪市淀川区木川東４－１２－２５－６Ｆ 八木　伊都子

002816001 大七建設（株） 吉野郡黒滝村寺戸２９５－１ 辻内　章浩

002817001 （有）ダイショウ 亀岡市馬路町高芝原９－１ 堤　八重子

002818001 （株）大正建設 丸亀市土居町２－１８－３ 大井　徳雄

002819001 大勝建設（株） 大阪市生野区中川西１－８－４ 脇坂　育男

002820001 大勝建設（株） 福岡市博多区博多駅南４－２－１０ 大木　利男

002821001 大昭建設（株） 三木市大塚１－１－２６ 橘田　旺龍

005892001 大晶電気（株） 甲賀市水口町杣中１１７ 山口　秀樹

002822001 大正ライン工業（株） 大阪市大正区小林西２丁目１５番２号 山内　隆

002823001 （株）大進 鹿児島市新照院町２１－７ 山内　康功

002824001 （株）ダイシン 吉野郡吉野町平尾４２－２　Ｋビル 和田　茂樹

006557001 （株）大辰 尼崎市南塚口町６－１０－３７ 辰己　誠

002825001 （株）耐震解析研究所 名古屋市中区千代田３－８－２ 吉野　廣一

002826001 大伸開発（株） 姫路市北条１０３３－１ 中塚　伸治

002827001 （株）大伸クリエイト 大阪市平野区喜連西５－２－１ 小林　大輔

002828001 （株）大伸建設 南丹市八木町屋賀南北川２１ 國府　喜久夫

002829001 大進建設（株） 松山市一番町１－１５－１ 兵頭　寛昭

006292001 大進建設（株） 津山市加茂町桑原５２５ 藤本　眞也

002831001 大新測量設計（有） 阿南市柳島町高川原６１ 住友　宗寿
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006651001 ダイシン電機（株） 岡山市北区御津野々口１５７８ 藤井　將登

002832001 大新電工（株） 呉市築地町４－４０ 新田　清剛

002833001 大新土木（株） 呉市西中央３－１－３１ 新田　清剛

002834001 （株）大翠緑化 和泉市伯太町５－１－１０ 若林　常夫

002835001 大末建設（株） 大阪市中央区久太郎町２－５－２８久太郎町恒和ビル 村尾　和則

002836001 （株）泰正 中央区京橋２－４－１２ 正木　烝司

002837001 大成エンジニアリング（株） 新宿区馬場下町１－１ 石川　勇

002838001 大成温調（株） 品川区大井１－４７－１ 水谷　憲一

002839001 大成機工（株） 大阪市北区梅田１－１－３－２７００ 鈴木　仁

002840001 大成建設（株） 新宿区西新宿１－２５－１ 相川　善郎

002841001 （株）大誠建築設計事務所 中野区新井１－２５－６　中野フコク生命ビル３Ｆ 小林　弘幸

002842001 （有）大成工業 八幡浜市古町２－３－２６ 佐々木　雅志

006284001 太成工業（株） 京都市山科区小山一石畑１９－９ 矢島　耕治

002843001 大成工材（株） 加古川市東神吉町神吉１０８７－１ 谷口　明

002844001 （株）大成コンサル 弘前市大字取上５－１２－７ 石澤　幹夫

002847001 （株）大成コンサルタント 美作市明見３５５－１ 高下　喜吉

002845001 （株）大成スポーツ施設 神戸市東灘区本山町田辺２５２－２ 安田　洋一

002846001 大成設備（株） 新宿区西新宿２－６－１ 児玉　雅宏

002848001 タイセイ電気工業（株） 堺市堺区北庄町３－３－７ 内田　泰世

002849001 タイセイ電工（株） 岡山市中区平井５－３－６４ 犬養　弘之

002850001 大成塗工（株） 高松市仏生山町甲１２３１ 河田　彰人

002851001 大成ナグバス（株） 広島市安佐北区落合１－２－３０ 井上　吉史

002852001 大成ハウジング四国（株） 高松市扇町２－１０－１６ 住友　正樹

002853001 大成ロテック（株） 新宿区西新宿８－１７－１ 西田　義則

005985001 （株）ダイセキ環境ソリューション 名古屋市瑞穂区明前町８－１８ 山本　浩也

002854001 （株）大設 姫路市広畑区蒲田４－１４０ 大畑　真澄

002855001 （株）大設工業 岡山市北区下伊福上町２－２ 高崎　哲

002856001 （株）ダイセン 大阪市中央区道修町４－５－６ 仙石　隆昭

002857001 太善工業（株） 高松市出作町３４８番地１ 阿野　善一

002858001 （株）大装 大阪市東住吉区桑津１－１１－２９ 野谷　彰宏

005852001 （株）ダイソー 松本市大字島立８１０－１ 大出　寿文

002859001 （株）大測システック 大阪市中央区安土町１－７－１３トヤマビル本館６階 福岡　耕平

002860001 ダイダン（株） 大阪市西区江戸堀１－９－２５ 藤澤　一郎

006128001 （株）大地開発 二本松市渋川字上原２４ 加藤　由美

002861001 （有）大智建設 神崎郡福崎町福崎新３４８ 中川　多枝子

002862001 （株）大地設計事務所 上越市鴨島１－１５８８ 石野　結城

002863001 （株）大鐵 大分市大字日吉原１－８ 嶋津　満春

002864001 大鉄工業（株） 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 荻野　浩平

002865001 （株）大電 大阪市旭区高殿２－１０－１４ 岡本　浩志

005806001 大天工業（株） 大府市横根町大猿尾１７９ 青本　多嘉裕

002866001 （有）大塗 倉敷市西坂１３４２－１２６ 辻　利久

002867001 （有）ダイト 西宮市桜谷町１０－１５ 金　壽夫

002868001 （株）大都 大阪市港区海岸通２－１－１１ 間口　豪

002869001 （株）大斗 相模原市中央区中央３－３－１５ 平田　千恵子

006422001 （株）大塗 春日井市八幡町７７－４ 濱村　友一

006243001 大同環境エンジニアリング（株） 名古屋市南区滝春町９番地 松井　宏司

006052001 大東企業（株） 品川区南大井６－１９－１０ 岩田　匡弘

002870001 大同機工（株） 戸田市新曽３３６ 徳永　光昭

002871001 （有）大藤組 三豊市三野町大見甲３９９４－４ 藤田　泰三

002872001 大同建設（株） 北九州市小倉北区重住３－１０－１５ 山本　憲一郎

002873001 大東興業（株） 板野郡松茂町豊岡字芦田鶴１１３－６ 松浦　惠

002874001 （株）大同コンサルタンツ 大阪市天王寺区上本町３－５－１５ 松原　徹

002875001 大同コンサルタンツ（株） 岐阜市中鶉２－１１ 浅野　芳宏

002876001 大東産業（株） 高松市香西南町１０２－４ 渡辺　圭一郎

002877001 大同情報技術（株） 杉並区和田３－５４－５ 山田　洋

001073001 （株）大同設備工業 倉敷市福島７５－５ 山根　貴志

002878001 （株）大東電機 高知市仁井田３４０２－２８ 弘瀬　園子

002879001 ダイトウ電気工事（株） 神戸市兵庫区西出町２－３－２０ 北山　一登

002880001 （株）大同電機製作所 尼崎市東本町３－１ 池田　雄二

002881001 大同特殊鋼（株） 名古屋市東区東桜１－１－１０アーバンネット名古屋ビル 石黒　武

002882001 （株）タイトー設備工業 福山市曙町３－５－１ 藤岡　謙

002883001 大徳建設（株） 板野郡藍住町矢上字原２５０番地１ 渡瀬　義之

005981001 （株）ダイト建設 和泉市観音寺町５３９－１ 下尾　文宣

002884001 大都保全興業（株） 大阪市北区大淀中３－１６－１２Ｆ＆Ｇビル 兒玉　佳大

002885001 （有）タイナカ設計 彦根市外町１０９－６ 田井中　一郎

006363001 （株）ダイナナ 三島市梅名３７１－２ 内田　豪

002886001 （株）第二開発技工 倉敷市西富井４４６－２ 灰佐　計祐

002887001 第二建設（株） 岡山市北区大和町１－１－３０ 入江　健太郎

002888001 第二建築（株） 丸亀市福島町８－５ 島川　修治
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002889001 （株）大日 徳島市北田宮４－６－７６ 山口　裕史

002890001 大日建設工業（株） 高市郡高取町清水谷１５０－２ 槇峯　数也

002891001 大日コンサルタント（株） 岐阜市薮田南３－１－２１ 市橋　政浩

002892001 大日通信工業（株） 尼崎市金楽寺町１－２－６５ 吉森　直紀

002893001 大日電気（株） 倉敷市中畝８－２－２８ 吉田　淳一

002894001 大日電気興業（株） 岡山市北区青江１－１３－５４ 妹尾　淳

002895001 （株）大日ライン工業 神戸市垂水区神和台２－１０－５ 酒井　英俊

002896001 大日本コンサルタント（株） 千代田区神田練塀町３００ 新井　伸博

002897001 大日本土木（株） 岐阜市宇佐南１－３－１１ 馬場　義雄

002898001 （株）ＴＡＩＨＥＩ 福岡市早良区百道１－１－１ 窄口　明弘

002899001 （株）太平エンジニアリング 文京区本郷１－１９－６ 後藤　悟志

002900001 （株）太平環境科学センター 福岡市博多区金の隈２－２－３１ 坂本　雅俊

002901001 （株）泰平組 東近江市市子殿町１６７番地 三浦　達生

002902001 太平工業（株） 京都市右京区西院金槌町８番地 今西　哲雄

002903001 （有）泰平システム建設 箕面市船場東１－１１－１６ 辻　圭市

002904001 太平ビルサービス（株） 新宿区西新宿６－２２－１　新宿スクエアタワー１９階 狩野　伸彌

002905001 （株）太平洋コンサルタント 佐倉市大作２－４－２ 石川　雄康

002906001 （株）大宝組 尾道市新浜２－５－２７ 新宅　活巳

002907001 大豊建設（株） 中央区新川１－２４－４ 大隅　健一

002908001 大豊産業（株） 高松市寿町１－１－１２ 乾　和行

002909001 大邦産業（株） 三方郡美浜町郷市９－９－１ 四ツ谷　治一

002910001 大豊塗装工業（株） 台東区東上野２－１０－１２ 陸田　貴志

002911001 ダイホーコンサルタント（株） 福山市明神町１－５－３８ 法堂　一成

002912001 （株）大松 仙台市宮城野区鶴ケ谷東２－３５－１５ 高橋　大助

002913001 大松建設（株） 米子市彦名町１８４７－１ 松浦　啓介

002914001 だいまつ建設（株） 徳島市北山町銭亀坂７番地２ 大松　定夫

002915001 （株）ダイヤコンサルタント 千代田区神田練塀町３００ 野口　泰彦

002916001 （有）大泰 海南市重根１７９４－１ 上野　泰広

006296001 だいやす建設（株） 台東区上野桜木１－５－１５ 佐藤　学

002917001 （株）ダイヤテック 神戸市西区上新地１－７－５ 前川　雅洋

002918001 大有建設（株） 名古屋市中区金山５－１４－２ 川中　喜雄

002919001 （株）大有設計 大分市花津留２－１７２ 小野　晶紀

002920001 （株）ダイユウ設備 神戸市西区玉津町居住９６－７ 大川　貞雄

002921001 （株）大洋 姫路市山吹２－１１－１２ 尾崎　誠治

002922001 太洋エンジニアリング（株） 奈良市大宮町６－７－３ 池上　博明

006638001 （株）大洋エンジニアリング 神戸市西区上新地１－１－６ 安福　洋子

006120001 （株）大洋画地 川口市青木４－７－３ 遠藤　秀徳

002923001 （有）大洋企業 熊本市南区川口町１９０７－３ 橋本　昌賀

002924001 太洋基礎工業（株） 名古屋市中川区柳森町１０７ 加藤　行正

006708001 大洋基礎工業（株） 小平市仲町６１１－１ 松井　栄

002925001 太陽建設（株） 備前市伊部２４０７ 吉岡　卓哉

002926001 太陽建設（株） 和歌山市塩屋５－１－１５ 溝畑　雅宏

002927001 （株）大洋建設 佐賀市本庄町本庄２５３－１２ 糸山　博幸

002928001 大容建設（株） 堺市北区南花田町３６－１ 池田　功三

002929001 （株）太陽建設コンサルタント 松江市嫁島町１２－２ 福岡　一正

002931001 太陽産業（株） 山陽小野田市新有帆町１９－１ 杉山　和弘

002932001 太陽スポーツ施設（株） 港区高輪３－４－１ 渕沢　一史

002933001 （株）太陽測地社 金沢市扇町２－３ダイアパレス兼六園東４０１号 戸田　充

002934001 大洋測量設計（株） 豊中市南桜塚１－２－１ 廣瀬　勉

002935001 タイヨウ鉄工建設（株） 徳島市津田海岸町２－９４ 大久保　洋子

006282001 （株）太陽電気 宇治市六地蔵札ノ辻町２番地の２ 勝山　茂樹

002936001 太陽電機工業（株） 倉敷市玉島乙島７４７１ 兼信　英雄

002937001 大陽塗装工業（株） 岡山市北区下伊福本町１－３１ 辻　昌人

002938001 （株）太陽土木 淡路市佐野７０６－３ 寺西　久美子

002939001 太陽熱学工業（株） 西牟婁郡白浜町堅田２５００－４１７ 坂上　力

002940001 大洋舗装（株） 高松市高松町８２９－２ 中島　正親

002941001 （株）大隆設計 出雲市江田町４０－５ 小村　淳浩

002942001 （株）大和エンジニヤリング 広島市安佐南区緑井１－１２－３１ 後藤　浩美

002943001 大和海工（株） 北九州市戸畑区境川２－８－７ 石嶋　純一

002944001 大和環境保全（株） 京都市南区吉祥院嶋野間詰町３２－１ 金澤　容泰

002945001 大和技研（株） 伊丹市寺本東１－３－３０ 井出　正一

002946001 大和技建（株） 福岡市博多区上牟田２－１２－１ 肱黒　秀樹

006573001 （株）ダイワ技研 下関市彦島福浦町３－４－２１ 山口　喜寿

002947001 （株）大和技術 岡山市北区奉還町１－３－１０ 青木　俊也

002948001 （株）ダイワ技術サービス 仙台市宮城野区五輪１－８－３ 小川　稔

002949001 大和空調（株） 徳島市南昭和町２丁目５１－１ 坂東　庸一郎

002950001 （株）大和建設 伊丹市南野北３－１４－１ 小原　澄子

002951001 大和建設（株） 岸和田市尾生町５２３番地の２ 久禮　勝彦

002952001 大和建設（株） 福山市若松町８－４ 三谷　道昭
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006016001 （株）大和建設 大阪市平野区瓜破西２－５－２３ 福永　利宏

006421001 （株）大和建設 吉野郡大淀町桧垣本２２１４－１８ 清水　厳一

002953001 大和コンストラクション（株） 松山市余戸中１－１－２６ 義野　正弘

002954001 （株）大和設備工業 京都市西京区上桂北ノ口町２４６－２ 新　康夫

002955001 大和設備工業（株） 徳島市八万町夷山２０－２ 岩田　浩輔

002956001 大和測量設計（株） 杉並区宮前４－２６－２９ 瀬川　信也

002957001 （株）大和測量設計事務所 茨木市舟木町６－２４ 加藤　眞一

002958001 （株）大和測量設計事務所 橿原市内膳町１－１－２２　ＫアンドＫビル 森本　忠

002959001 大和探査技術（株） 江東区東陽５－１０－４ 長谷川　俊彦

002960001 （株）大和地質 名古屋市中川区八剱町４－２８－１ 大久保　卓

006605001 ダイワテック（株） 大阪市東住吉区住道矢田８－１３－２６ 神農　竹夫

002961001 大和電気工業（株） 大阪市生野区小路東４－１４－２６ 上田　光子

002962001 （株）大和電業所 大阪市中央区玉造１－３－１１ 松本　博文

006460001 大和電設（有） 阿南市見能林町六々２３番地の１ 川西　正夫

002963001 大和電設工業（株） 京都市南区吉祥院池ノ内町８３ 栩谷　泰輝

002964001 大和塗装（株） 川崎市幸区小向町１６－７ 望月　勇郎

002965001 大和ハウス工業（株） 大阪市北区梅田３－３－５ 芳井　敬一

002966001 大和不動産鑑定（株） 大阪市西区西本町１－４－１ 波多江　裕之

002967001 大和リース（株） 大阪市中央区農人橋２－１－３６ 北　哲弥

002968001 田内電気（株） 堺市美原区多治井２６１－２ 田中　正諭

006362001 高石機械産業（株） 京都市中京区壬生森前町六番地 村松　健一

002969001 （株）高石造園土木 京都市左京区聖護院西町１８ 高石　正弘

002970001 （株）高井電気商会 四国中央市三島金子２丁目９番４３号 高井　博司

005697001 タカオ（株） 福山市御幸町大字中津原１７８７番地の１ 高尾　典秀

002971001 （株）高岡塗装工業 大阪市西淀川区千舟３－８－５０ 高岡　實

002972001 高尾工業（株） 高松市多賀町１－１－２３ 高尾　雄二

002973001 高尾電気商会 姫路市大塩町２１９６ー５２ 高尾　隆成

002974001 （株）高川電工 徳島市国府町東高輪２３８ 高川　純也

002975001 タカギエレクトロニクス（株） 大阪市中央区北浜４－７－１９ 高木　健

005690001 高木建設（株） 鹿島市納富分甲１４５－１ 高木　明

006517001 （有）高木建設 美馬市美馬町字露口８４－７ 高木　伸也

002976001 （株）高木工業所 丸亀市土器町西５－５０２ 高木　伸基

002977001 （株）高岸工務店 高松市西ハゼ町１８０ 松木　良太

002978001 （株）高木Ｔ＆Ｄ建築研究所 大垣市静里町２７　リバーサイドパーク１０６号 高木　善弘

006381001 （有）高木ハウジング 熊本市北区植木町舞尾５９５番地１ 高木　寛行

006042001 高崎電機工業（株） 京都市中京区竹屋町通堺町西入和久屋町１０８番地 高崎　二郎

002979001 高砂熱学工業（株） 新宿区新宿６－２７－３０ 小島　和人

002980001 （株）高階 三木市末広１－５－３５ 岡田　紹宏

002981001 高柴商事（株） 養父市薮崎１０５１ 高柴　元樹

002982001 高島鉱建（株） 高島市今津町下弘部２５８番地 桑原　隆夫

002983001 （株）高島テクノロジーセンター 横浜市西区みなとみらい２－３－５ 遊佐　浩幸

002984001 高須賀緑地建設（株） 松山市平井町甲２８４９－１ 高須賀　盛満

002985001 （株）高須組 周南市入船町６番２７号 市原　充之

002987001 高田機工（株） 大阪市浪速区難波中２－１０－７０ 高橋　裕

002988001 （株）タカタニ 倉敷市児島味野城１－１５８９ 高谷　玲子

002989001 （株）高谷建設 倉敷市児島柳田町２３２６－４ 高谷　耕治

002990001 （株）タカチ測建 高知市愛宕町３－１１－２５ 角原　雪

006502001 （株）高千穂 鳥取市高住８－１ 松永　晃

002991001 高千穂防災工業（株） 中野区東中野３－２－９ 福山　温夫

006242001 多賀電機（株） 高松市番町１－３－１ 越智　実

006528001 隆電設工業（株） 岸和田市岡山町１８２２ 山内　隆史

006562001 （株）タカトミ 糟屋郡新宮町上府北４－１－１６ 三島　エンリ

002992001 （株）タカネ設計 高松市松並町９６８－５ 山上　慎二

006457001 （株）高野建設 甲州市勝沼町勝沼２８９３ 高野　敬司

006054001 高野電気工業（株） 葛飾区奥戸６－１１－２ 高野　正安

002993001 （株）高野電気商会 広島市中区東白島町８番１４号 高野　憲一郎

002994001 高野ランドスケーププランニング（株） 札幌市中央区北二十条西１５－７－２１ 金清　典広

006733001 （株）高橋一平建築事務所 横浜市西区高島２－５－５　７階 高橋　美をり

002995001 髙橋園芸（株） 大阪市平野区瓜破南１－４－６２ 髙橋　正

005592001 （有）高橋啓之設計事務所 福山市明神町２－７－３５ 高橋　啓之

005738001 高橋建設工業（株） 水戸市双葉台５－８１１－２ 高橋　順子

002996001 （株）高橋建築設計事務所 前橋市粕川町新屋２４４－６ 高橋　潤

006450001 高橋工業（株） 文京区湯島３－２６－５ 高橋　潤

002997001 （株）高橋工務所 中魚沼郡津南町大字下船渡戊２１６－１ 高橋　一志

002998001 高橋産業（株） 坂出市江尻町１５３４－１ 高橋　利一

006403001 高橋石油（株） 高松市三条町５０－３ 高橋　勲

002999001 （株）高橋設備 本庄市緑２－１－２ 高橋　秀明

003000001 （有）高橋設備 高知市北竹島町４７６番地 高橋　佳久

003001001 （株）高橋造園 丸亀市三条町１３４９－３ 高橋　成法
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003002001 （株）高橋造園 千葉市緑区あすみが丘５－７－６ 高橋　一弘

003003001 高橋土建（株） 胎内市関沢３７－１ 高橋　三樹男

006750001 （株）高橋不動産鑑定事務所 福島市北五老内町１－３ 高橋　雄三

005757001 （株）高原設備工務店 広島市西区横川町１６番１５号 高原　豊明

003004001 （株）タカフジ 大分市三佐６－２－５０ 佐藤　隆彦

003005001 高藤建設（株） 北九州市門司区東新町１－１－３０ 高藤　元太郎

006492001 （株）タカミエンジ 大阪市城東区新喜多１－７－２８　センチュリーアセットビル２階 室田　正博

003006001 （株）高見組 福知山市字天田３１－１ 高見　伸哉

003007001 （株）高見沢サイバネティックス 中野区中央２－４８－５ 高見澤　和夫

003008001 （株）高元組 美作市赤田８２９－１ 高元　幸枝

006541001 （株）高山組 竹田市大字拝田原６０８番地 高山　茂明

003009001 高山電業（株） 須坂市大字塩川４９０－１ 藤沢　仁

003010001 タカヤマ土木道路（株） 尼崎市道意町５－３０－３０ 高山　幸代

003011001 （株）宝工務店 広島市西区南観音８ー１４ー１１ 神原　雅弘

003012001 宝測量設計（株） 木津川市相楽城下１４５－１ 傳寳　義男

003013001 宝塚緑化（株） 宝塚市山本中３－１２－７ 駒木根　昌彦

003014001 （株）タカラ塗装 高知市南川添４－５ 石本　憲史郎

005831001 宝物産（株） 広島市西区商工センター５－３－２ 西田　信行

003015001 瀧上建設興業（株） 名古屋市昭和区鶴舞２ー１９ー２２ 鬼頭　克己

003016001 瀧上工業（株） 半田市神明町１－１ 瀧上　晶義

005708001 瀧口観花苑（株） 宗像市冨地原１５２７－２ 瀧口　秀一

003017001 拓殖建設計画（株） 京都市北区上賀茂本山２－３７ 中谷　健三

003018001 （株）タクシンエンジニア 札幌市東区北３７条東２２ー４ー５ 竹内　敬司

005894001 （株）田口設備 大津市今堅田３－３－３６ 田口　修一

006546001 田口設備（株） 世田谷区等々力７－１２－１５－１０１ 田口　耕嗣

003019001 （株）拓実 笠間市旭町５３２番地７ 安田　実

003020001 （株）匠技術コンサルタント 福岡市西区周船寺１－６－９ 浦田　峯年

003021001 匠建設（株） 平塚市東八幡３－１０－１３ 佐藤　豊明

003022001 拓洋建設（株） 浜田市元浜町２３１番地１ 中原　博士

003023001 （株）拓和 千代田区内神田１－４－１５ 奥田　満紀子

003024001 （株）タケイ 岡山市南区米倉１２３－７ 張本　尭

003025001 （株）竹内組 岡山市北区矢坂西町６－５ 竹内　重則

003026001 竹内建興（株） 木田郡三木町上高岡３６ 竹内　真吾

003027001 竹内建設（株） 仲多度郡まんのう町吉野１１１０－８ 竹内　大介

006503001 （株）竹内工務店 足立区梅田６－１３－３ 竹内　章博

003028001 竹川興業 神戸市西区櫨谷町松本２６５ 竹川　浩史

003029001 （株）武貞興業 明石市大久保町大窪８９９－１ 武貞　次郎

006167001 （株）剛建築事務所 徳島市末広３－３－３ 速水　可次

003030001 （株）竹下技術コンサルタント 出雲市里方町７１７ 竹下　泰治

003031001 竹島鉄工建設（株） 有田郡有田川町西丹生図２８５番地１ 竹島　徹

003032001 （株）武田園 岡山市中区国富４－４－３ 小林　和義

006726001 （株）タケダ技研 橿原市曽我町５４９ 竹田　裕彦

003033001 武ダ技建創（株） 札幌市白石区中央２条１－６－１５ 武田　幹郎

003034001 （株）武田組 福山市三吉町５－７－２４ 武田　直樹

003035001 武田電機工業（株） 福山市南手城町４－１１－１１ 清水　邦宏

005969001 （有）武地工業 美作市巨勢１６４９－４ 大守　上司

003036001 （株）武仲 神戸市中央区八幡通４－１－１１　（松竹ビル） 武仲　裕司

003037001 （株）竹中工務店 大阪市中央区本町４－１－１３ 佐々木　正人

003038001 （株）竹中庭園 大阪市中央区森ノ宮中央２－３－４－５０２ 竹中　禎敏

003039001 （株）竹中電気 有田郡広川町名島１２６－２ 竹中　久善

005526001 （株）竹中道路 江東区木場２－１４－１６ 西條　俊一

003040001 （株）竹中土木 江東区新砂１－１－１ 竹中　祥悟

003041001 （株）竹延 大阪市都島区都島北通１－２－１２ 竹延　幸雄

003042001 竹林塗装（株） 松山市姫原２－３－３１ 池田　貞伸

003043001 竹林塗装工業（株） 大阪市淀川区新北野１－１２－２ 竹林　正浩

003044001 （株）竹村コーポレーション 新宿区若葉１－５－１５ 今福　浩之

003045001 竹村電気（株） 奈良市南永井町４０５ 竹村　宗規

005758001 （株）竹本建設 高松市飯田町１５－５ 竹本　整二

003046001 竹本工業（株） 上浮穴郡久万高原町柳井川３５０９ 竹本　康明

003047001 （株）武山林業 府中市阿字町１１－１ 武山　義治

003048001 （株）多田組 板野郡松茂町広島字壱番越６－６ 多田　卓治

003049001 多田建設（株） 江東区大島２－８－６ 佐藤　俊也

006331001 （株）多田総合電気メンテナンス 宇部市善和２０３－１４９ 森重　清志

003050001 立川造園（株） 立川市栄町１－１８－２６ 濱野　敦

003051001 立川ハウス工業（株） 立川市曙町２－９－２　菊屋川口ビル　６０１号 栗原　徹也

006611001 （株）タチケンホールディングス 練馬区向山１－１４－７ 立花　祐一

003052001 （株）橘一吉工務店 高松市花園町２－２－５ 橘　伸太郎

003053001 立花建設（株） 練馬区向山４－３５－１８ 立花　武士

003054001 たちばな建設（株） 長浜市山階町３５３－８ 松岡　義隆
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003055001 （株）橘建築事務所 徳島市福島２－５－９ 森脇　康明

003056001 タチバナ工業（株） 高松市朝日新町３２－４５ 本杉　成美

003057001 （株）タチバナコンサルタント 阿南市橘町幸野１０－３ 泉野　陽平

003058001 （株）ＴＡＫイーヴァック 江東区新砂１－７－９　ＴＡＫ新砂ビル 高橋　嘉幸

003059001 （株）タツタ環境分析センター 東大阪市岩田町２－３－１ 高橋　靖彦

003060001 （株）タツノ 港区三田３－２－６ 龍野　廣道

003061001 （株）龍野土木 たつの市龍野町大道４８６－１ 神山　聡志

003062001 辰美産業（株） 西条市大町６０４－７ 伊川　辰茂

003063001 （株）巽設計コンサルタント 光市光ケ丘５－１ 有澤　久

003064001 タツミ電工（株） 福山市卸町３－１ 坂谷　祐一郎

005541001 （株）辰巳菱機 江東区東砂６－１２－５ 近藤　豊嗣

003065001 （株）立神植物園 鹿屋市下堀町９５７７－１０ 立神　文紀

003066001 （有）立神緑地建設 肝属郡南大隅町根占辺田１９１３－１ 立神　實嗣

003067001 （株）ダテ建設 大阪市東成区神路１－１２－２ＮＤビル４０７号 南口　利明

005742001 （株）立芝 広島市西区楠木町２－４－３ 田中　修司

001815001 （株）建部 神戸市中央区海岸通５番地　神戸商船三井ビル 建部　陽

003068001 建部工業（株） 加古川市別府町新野辺新堀通１２７４－１ 建部　成之

003069001 田中機電工業（株） 岡山市北区横井上１６９６－２ 田中　一郎

003070001 （株）田中組 橋本市吉原８５－６ 田中　満

003071001 （株）田中組 尾道市瀬戸田町宮原５２９番地の２ 田中　勝

003072001 田中建材（株） 高島市今津町今津１６７７－１４ 小島　守

003073001 （株）田中建設 三豊市高瀬町比地１３８９－１ 田中　秀都

003074001 田中建設（株） 大阪市天王寺区北河堀町４－９ 田中　顕三郎

003075001 （株）田中建設工業所 苫田郡鏡野町下斎原６５２－６ 大槇　ひで子

006300001 （株）田中衡機工業所 三条市福島新田丙２３１８－１ 田中　康之

006051001 田中工業（株） 長崎市魚の町３－１４ 田中　徳秀

006265001 （株）田中工務店 朝来市和田山町柳原１８８番地 田中　政教

003076001 （株）タナカコンサルタント 苫小牧市新開町２－１－３ 田中　雄太

003077001 田中シビルテック（株） 長浜市木之本町木之本１７６８ 湯本　聡

003078001 （株）タナカ商事 札幌市白石区菊水上町１条１－３２５－５ 齋藤　裕子

003079001 （株）田中造園土木 大阪市淀川区十三東３－５－４ 田中　康太郎

003080001 （株）田中測量設計事務所 京都市南区久世殿城町２２０－１ 田中　達人

003081001 田中通信工業（株） 綾歌郡宇多津町３５１６－１ 西条　仁

003082001 田中電気（株） 千代田区外神田１－１５－１３ 田中　良一

006375001 田中電気（株） 堺市美原区さつき野西１－１１－９ 田中　梢

003083001 田中電気工事（株） 吉野川市鴨島町山路字山ノ南１９２２－７ 田中　元一

003084001 （株）田中俊行建築空間設計事務所 港区西麻布３－２２－９ 田中　俊行

003085001 棚田建材（株） 神戸市灘区友田町３－２－１ 棚田　聡一

003086001 田辺工業（株） 上越市大字福田２０番地 四月朔日　義雄

003087001 田辺電気（株） 朝来市和田山町寺谷７２４－６ 田辺　秀夫

003088001 （株）谷井水道工業所 宝塚市雲雀丘３丁目１番３９号 鈴木　秀樹

003089001 （株）谷垣工業 寝屋川市国松町２９－７ 谷垣　昭太郎

003090001 （株）谷垣工業所 奈良市三碓６－８－５４ 谷垣　孝一

003091001 谷川登記測量事務所 寝屋川市成田東町３２－２ 谷川　典子

003092001 （株）タニグチ 今治市延喜甲３０３番地８ 谷口　明

003093001 谷口建設興業（株） 高松市上林町４７３－１ 谷口　邦彦

003094001 （株）谷口工務店 高松市川部町４６２番地４ 谷口　二郎

003095001 （株）谷口コーポレーション 岡山市東区福治６０１－１ 谷口　主

003096001 谷口電気（株） 敦賀市市野々町１－３５０ 土谷　高歳

006353001 谷口林業（株） 洲本市鮎屋６２６ 谷口　政治

003097001 （株）谷黒組 那須塩原市塩原１１００ 谷黒　公重

003098001 明石土建（株） 神戸市西区伊川谷町有瀬１４５６－３ 谷　吉將

003099001 （株）タニサク 富山市安野屋町２－１－１ 谷　一雄

003100001 （株）谷作運輸建設工機 富山市七軒町１－１ 谷　剛

003101001 （株）谷澤総合鑑定所 大阪市北区中之島２－２－７ 眞里谷　和美

003102001 （株）谷電気 洲本市千草乙１４７ 谷　政智

003103001 （株）谷村建設 糸魚川市寺町１－６－３５ 渡邊　孝

006623001 （株）タニモト 高松市多肥下町１５９３－７ 谷本　渉

003104001 （株）谷安総業 洲本市安乎町平安浦５３０－２３ 谷　美嘉

003105001 （株）タハラ測量 志木市下宗岡２－１６－８ 田原　大

003106001 玉井建設（株） 宇治市宇治宇文字１７－７ 玉井　康義

003107001 玉石重機（株） 福岡市南区那の川１－１２－１２ 玉石　修介

006029001 （株）玉井商会 大阪市北区天満２－７－１１－５０２ 玉井　隆介

003108001 （株）玉井道路 京都市伏見区下鳥羽広長町１８５番地 玉井　政弘

003109001 （株）玉岡設計 名古屋市中区新栄１－３９－２１ 佐藤　満

003110001 多摩川電気（株） 新宿区西新宿３－７－１　新宿パークタワー２１階Ｃ棟 平林　克之

003111001 玉川電気（株） 仙台市若林区河原町１－３－８ 玉川　徳男

003112001 多摩川緑花（株） 府中市美好町３－７－１５－２０６ 戸田　宜宏

006491001 タマダ（株） 金沢市無量寺町ハ６１－１ 玉田　善久
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003113001 玉野総合コンサルタント（株） 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 牧村　直樹

003114001 玉野土建（株） 玉野市宇野４－１０－１０ 磯野　英史

003115001 玉藻塗装（株） 高松市福岡町２ー２９ー２８ 平木　澄男

003116001 タマリテック（株） 枚方市出口４丁目１５番１１号 溜　政己

003117001 （株）タムラ 堺市中区土師町３－１－２６ 東野　和宏

003118001 田村栄（株） 大阪市浪速区桜川４－９－２６ 田村　道明

003119001 （株）田村組 小野市高田町１７５６番地 田村　勇人

003120001 田村建設（株） 神戸市中央区海岸通１－２－９ 田村　芳樹

003121001 田村工業（株） 倉敷市神田３－３－４２ 田村　信明

003122001 （株）タムラ工務店 松山市苞木甲２５３ 田邨　研二

003123001 田村ボーリング（株） 高松市太田上町２９９－７ 田村　孝治

003124001 為井塗装（株） 富山市婦中町速星３６１ 為井　光章

003125001 （株）タルミ 三好郡東みよし町加茂２６５７－１ 近久　広樹

003126001 （株）丹勝 仙台市宮城野区日の出町三丁目３番３２号 丹野　勝治

003127001 ダン環境設備（株） 広島市安佐北区上深川町２４４－１ 檀上　敏郎

003128001 丹下機械（株） 今治市郷桜井３－１２－１８ 丹下　健次

003129001 丹下建設工業（株） 西条市玉之江５４９－２ 丹下　喜代範

006210001 （株）丹下都市建築設計 港区南麻布１－６－１８ 石野　靖博

003130001 （株）壇建築計画事務所 岸和田市西之内町２７－５ 北野　健太郎

003131001 丹生工業（株） 神戸市兵庫区荒田町２－１５－１７ 東　国隆

003132001 但南建設（株） 朝来市山東町滝田１４８－１ 衣川　義弘

003133001 （株）丹野設備工業所 伊勢原市上粕屋４４８－１９ 丹野　徳人

005634001 （株）ダンブル 洲本市桑間１丁目１番７号 西田　賢一郎

006127001 （株）地域開発 長崎市馬町５６ 中島　一敏

003134001 （株）地域開発コンサルタンツ 荒川区西日暮里２－２７－４ 和泉　洋太

005469001 地域環境開発（同） 文京区湯島４－１－１３　ルネ湯島ビル３０１号 永沼　文信

003135001 （株）地域環境計画 世田谷区桜新町２－２２－３ＮＤＳビル 高塚　敏

003136001 （株）地域環境システム研究所 大阪市北区豊崎３－１０－２ 畑間　慎哉

003137001 （株）地域計画建築研究所 京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２ 中塚　一

003138001 （株）地域計画センター 長野市大字北長池字上河原１９２４－２ 山口　泰英

003139001 （株）地域経済研究所 大阪市中央区石町１－１－１天満橋千代田ビル２号館５階 井上　浩一

003140001 （一財）地域地盤環境研究所 大阪市中央区大手前２－１－２　國民會館大阪城ビル６階 岩崎　好規

003141001 （株）地域地盤環境研究所 大阪市中央区大手前２－１－２ 長屋　淳一

003142001 （株）地域未来研究所 大阪市北区堂島１－５－１７ 赤田　浩志

003143001 （株）チェリーコンサルタント 高松市栗林町３－７－２３ 矢野　均

003144001 （株）地球科学総合研究所 文京区大塚１－５－２１ 河合　展夫

003145001 （株）地球号 大阪市中央区北浜東６－６ 中見　哲

003146001 （株）ちきりやガーデン 京都市山科区勧修寺閑林寺８５－１ 吉野　由利子

003147001 （株）知久設計 福山市坪生町２２５－１ 高杉　鶴雄

003148001 （株）地研コンサルタンツ 川越市脇田本町１１－２７ 田口　昌弘

003149001 （株）地圏総合コンサルタント 荒川区西日暮里２－２６－２ 西柳　良平

003150001 地崎道路（株） 港区港南２－１３－３１ 渡邊　誠司

003151001 地質計測（株） 港区南青山４－２６－１２ 三塚　隆

003152001 （株）千島測量設計 秩父郡小鹿野町両神薄２９６５－１ 千島　英雄

003153001 （株）地層科学研究所 大和市大和東３－１－６ 横山　裕之

003154001 （株）秩父工務店 尼崎市尾浜町１－１－１９ 甘利　公

003155001 地中エンジニアリング（株） さいたま市桜区田島５－１９－８ 堤下　謙二

003156001 千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸２－１－３１ 番場　弘和

003157001 （株）千葉測量技研 石巻市清水町１－４－２ 千葉　敦夫

006757001 （株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬１－６　エム・ベイポイント幕張 土屋　正

003158001 千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３－１－８ 小川　敬幸

003159001 （株）千葉学建築計画事務所 渋谷区神宮前３－１－２５神宮前ＩＫビル３Ｆ 千葉　一彦

003161001 中愛（株） 名古屋市中区錦１－８－４６錦森ビル２階 加藤　宜之

003162001 中央開発（株） 新宿区西早稲田３－１３－５ 田中　誠

003163001 中央開発（株） 坂出市青海町６１２甲 森田　宏和

006080001 中央環境クリーン（株） 小松島市金磯町１５－４３ 中野　栄之

003164001 （株）中央技研 北区東田端１－７－３ 小西　正延

003165001 中央技術（株） 水戸市渡里町３０８２ 八木岡　啓一

003166001 （株）中央技術コンサルタンツ 新宿区西新宿８－５－１ 甲斐　琴子

003167001 （株）中央クリエイト 新宿区早稲田町８１ 根岸　政夫

003168001 中央建設（株） 倉敷市吉岡２９３－１ 岡本　靖磨呂

003169001 中央建設（株） 大洲市柚木４９１－１ 松本　忠正

003170001 中央建設（株） 港区芝２－１－３０　菱化ビル２階 渡部　功治

003171001 中央建設（株） 木更津市吾妻２－７－２０ 赤羽　眞如

003172001 中央建鉄（株） 新宿区高田馬場２－２－１３ 平石　雅也

003173001 中央工業（株） 新宿区新宿６－６－１０第二岩下ビル 岩下　和広

006734001 中央航業（株） 上尾市大字地頭方３３２－７ 小池　盛文

003174001 中央コンサルタンツ（株） 名古屋市中区丸の内３－２２－１ 藤本　博史

003175001 （株）中央設計 板野郡板野町矢武字長田１６－２ 木村　信也
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003176001 （株）中央設計技術研究所 金沢市広岡３－３－７７　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭

003177001 （株）中央設備 岡山市北区野殿西町４４８－４ 金嶋　未次

006412001 中央設備（株） 大阪市東淀川区大桐１－１－１６ 村上　悠

003178001 中央綜合建設（株） 西予市宇和町卯之町１－３９６ 松山　清

003179001 （有）中央測量 堺市堺区戎之町東２丁１番３８号菅原ビル 篠原　勲

003180001 中央電気（株） 岡山市北区野田２－１１－１１ 高戸　邦彦

003181001 中央電気工事（株） 名古屋市中区中区栄３－１４－２２ 加藤　大策

003182001 中央電業（株） 丸亀市土器町北１－４４ 水早　和博

003183001 中央電工（株） 姫路市飾東町庄６１－３ 中谷　実

003184001 中央電子光学（株） 岐阜市六条北４丁目１０番７号 日比　泰雅

003185001 中央電設（株） 大阪市福島区海老江１－１－３１ 南　幸男

003186001 （株）中央電設 高松市伏石町２１７３－１６ 山下　豊生

003187001 中央電設（株） 豊島区南大塚３－４２－５ 池田　憲治

005793001 中央道路（株） 四国中央市金生町山田井８１８ー１ 柴垣　健太

003188001 中央塗装工業（有） 徳島市中洲町２－７－３ 齋藤　崇

003189001 中央復建コンサルタンツ（株） 大阪市東淀川区東中島４－１１－１０ 兼塚　卓也

003190001 （株）中央補償コンサルタント 北九州市小倉北区木町３－３－７ 竹中　眞一

003191001 中外商工（株） 大阪市西区靱本町１－９－１５ 岡田　憲一

003192001 中外テクノス（株） 広島市西区横川新町９－１２ 福馬　聡之

003193001 中外道路（株） 芦屋市岩園町２２－３７ 高瀬　義晴

005850001 （株）中京スポーツ施設 尾張旭市狩宿新町２－２７ 正治　美知子

003194001 （株）忠京 東海市荒尾町下平子１－６９ 宮崎　豊太郎

003195001 チューケン（株） 周南市遠石３－９－２０ 中野　勝也

003196001 （株）中研コンサルタント 大阪市大正区南恩加島７－１－５５ 山田　浩司

003197001 中国開発調査（株） 広島市西区庚午中２－１３－２４ 寺田　博行

005768001 中国化工建設（株） 岡山市北区津高２６５－６ 神田　豊

003198001 中国建設工業（株） 岡山市南区泉田２－７－２６ 松尾　一昌

003199001 中国興業（株） 笠岡市西大島４２２６－３ 千神　正也

003200001 中国交通器材（株） 東広島市高屋町稲木５７２ 本越　政彦

003201001 中国芝浦電子（株） 山口市宝町１－７６ 河村　利夫

003202001 中国水工（株） 宇部市居能町１－５－３３ 石崎　一雄

003203001 中国水道工業（株） 岡山市北区今６－９－１２ 中西　信晴

006138001 （公財）中国地域創造研究センター 広島市中区小町４－３３ 瀧本　夏彦

003204001 （株）中国電業舎 倉敷市新倉敷駅前５丁目１９６番地 高田　大輔

003205001 中国電設工業（株） 広島市中区千田町３－１０－５ 野村　正覚

006346001 中国道路整備（株） 松江市宍道町佐々布１００－１ 浅津　和人

003206001 中国ニチレキ工事（株） 東広島市志和町別府８１６ 森　博貴

003207001 （株）中国ネオ 広島市西区庚午北２－６－２８ 藤井　謙三

003208001 中国フレキ工業（株） 東広島市高屋町造賀３４７８ 黒田　啓紀

003209001 中国防災工業（株） 苫田郡鏡野町土居２４９－１ 原田　明彦

003210001 （株）中国ロード 広島市安佐南区安東２－５－５ 溝部　浩一

003211001 中條電機水道（株） 坂出市江尻町１２５９番地１０ 奈良　章司

003212001 （有）中條防水工業所 徳島市末広５－４－２５ 中條　優

003213001 （株）ちゅうせき 広島市中区紙屋町１－４－４ 年光　好基

003214001 中電技術コンサルタント（株） 広島市南区出汐２－３－３０ 坪井　俊郎

003215001 （株）中電工 広島市中区小網町６－１２ 迫谷　章

000867001 （株）中電工エレテック岡山・鳥取 岡山市中区平井１１６４－２ 籔内　未男

006525001 中電プラント（株） 広島市南区出汐２－３－１８ 為汲　一彦

003216001 （株）中東 能美市岩内町ヤ１－９ 小坂　勇治

003217001 中日コプロ（株） 名古屋市千種区今池南２６－４ 本多　誠之

003218001 （株）チュウブ 東伯郡琴浦町逢束１０６１－６ 小柴　雅央

003219001 （株）中部ウエルボーリング社 名古屋市千種区新池町４－５５ 佐藤　永一朗

003220001 （株）中部オールサービス 大府市横根町新江１５－１９ 渋谷　正勝

003221001 （株）中部技術サービス 豊橋市神野新田町字トノ割２８ 榑林　孝尚

006121001 （株）中部設計 富山市本町１０－２ 中瀬　壽

003222001 中部地質（株） 金沢市森戸１－２２８ 能島　利一

003223001 （株）中部テクノス 名古屋市名東区本郷２－１４１ 正岡　佳典

003224001 中部電工（株） 名古屋市昭和区阿由知通２－１６－２ 山城　敬介

003225001 中部塗装（株） 千代田区有楽町１－１２－１　新有楽町ビル１０１９ 安藤　孝夫

006443001 中部土木（株） 名古屋市名東区社台３－１２５ 難波　陽一

003226001 中立電機（株） 豊明市新田町南山９２－１ 加藤　徳弘

003227001 （株）長州興業 山口市小郡下郷１２１２－４ 渡邉　智明

003228001 （株）長大 中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 野本　昌弘

003229001 （株）長大テック 中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 松本　成敦

003230001 （株）長楽園 大阪市淀川区西中島７－２－１５ 東本　政一

003231001 千代田エンジニアリング（株） 港区芝大門２－３－１２ 松浦　健男

006537001 （株）千代田組 港区西新橋１－２－９　日比谷セントラルビル 栗田　栄次

003232001 千代田興産（株） 福岡市中央区白金２－５－１６ 前谷　博久

003233001 （株）千代田コンサルタント 千代田区神田須田町２－６ 濱田　忠
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003234001 千代田塗装工業（株） 姫路市飾磨区英賀西町１－２９ 安田　健司

003235001 通建テレコム（株） 江戸川区北小岩６－４７－１２ 石原　正春

003236001 （株）通信設備エンジニアリング 横浜市神奈川区片倉５－２－３２ 工藤　樹

003237001 通信土木コンサルタント（株） 江東区木場５－８－４０ 竹岡　雅裕

003238001 （株）通電技術 札幌市白石区平和通２－北１１－２０ 楠美　宗城

005641001 （株）杖村舗装建設 和歌山市梶取１－１１ 堀井　立

003239001 司建設工業（株） 紀の川市上田井２９２ 藤本　秀之

006113001 司設計（株） 岐阜市東金宝町１－１８－司ビル 山田　欽一

006208001 （株）司設計事務所 名古屋市東区白壁２－１－３０ 細谷　深春

003240001 司測量設計調査（株） 川越市大字的場１２８１－２１ 吉野　淳司

003241001 司電機産業（株） 枚方市春日北町１－１３－６ 三好　里美

003242001 ツカダ工業（株） 練馬区豊玉北５－９－１８ 塚田　次男

003243001 （株）塚田商事 福井市大宮６丁目１５番２４号 塚田　修治

003244001 （株）塚村造園土木 岡山市南区福成３－７－４４ 塚村　修司

003245001 塚本商事機械（株） 中央区銀座４－２－１５ 塚本　正進

003246001 （株）塚本電気設備 姫路市御国野町御着７２１－６ 塚本　高嗣

003247001 （株）月森工務店 神戸市灘区王子町１－２－１ 月森　隆郎

003248001 （株）九十九塗装店 尾道市美ノ郷町本郷２３３７ 九十九　悟

006418001 付知土建（株） 中津川市付知町５０６８－３ 三尾　秀和

003249001 （株）辻井建築設計事務所 大阪市淀川区宮原４－４－２－５１７ 辻井　将吾

003250001 辻建設（株） 明石市相生町２－２－１２ 平岡　勝功

003251001 辻電気設備（株） 堺市南区大庭寺９１２ 辻　隼人

003252001 （株）辻広組 福井市江守中町８－１８ 辻広　光男

003253001 （株）津島工業 岡山市北区横井上２３０ー１ 白石　保人

003254001 （株）対馬造園店 神戸市中央区熊内町１－４－９ 泉　寿彦

003255001 （株）辻本龍松園 大阪市浪速区難波中２－２－２０ 辻本　忠弘

003256001 （株）ツダ 淡路市志筑３０７７ 津田　豊

003257001 蔦井（株） 名古屋市西区新福寺町１－５７ 熊田　光男

005790001 津田工業（株） 福山市柳津町２－１４－２ 津田　博昭

003258001 津田造園土木（株） 神戸市東灘区住吉宮町６－１０－５ 津田　勲

006092001 （株）土倉建築事務所 金沢市寺地２－１５－３ 土倉　邦一

003259001 （有）土田土建工業 多可郡多可町中区門前３４０－１ 土田　重人

003260001 （株）土本塗装店 広島市中区昭和町５－２９ 土本　哲幸

003261001 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 大垣市神田町２－５５ 土屋　智義

003262001 （株）土屋建築研究所 新宿区西新宿６－１４－１　新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正

003263001 （株）土屋総合設計 泉佐野市湊４－５－２２ 土屋　英仁

003264001 筒井工業（株） 木田郡三木町井戸２７６２－３ 筒井　憲行

003265001 都築テクノサービス（株） 港区海岸１－１１－１　ニューピア竹芝ノースタワー 仲井　正人

003266001 都築電気（（株） 港区新橋６－１９－１５ 江森　勲

003267001 （株）堤建設 丸亀市三条町１００９－６ 堤　奈緒美

003268001 （株）堤製作所 亀岡市馬路町高芝原９－１ 堤　一雄

003269001 （株）ツツミワークス 豊島区東池袋３－４－３ＮＢＦ池袋イースト１４Ｆ 堤　崇

006580001 （株）ツナシマ 倉敷市笹沖３６２－５２ 綱島　高明

005638001 津名土木（株） 淡路市生穂１７６９－８ 葉坂　年弘

005709001 角田電気工業（株） 台東区根岸５－１４－１２ 重川　孝志

003270001 津乃峰測量設計（株） 阿南市見能林町上かうや１７－２ 藤井　一樹

006022001 （株）ツバサ建業 大阪市西淀川区出来島３－１－１８ 松下　龍翼

003271001 （株）坪井建築設計 岡山市東区西大寺中野１７－１７ 坪井　薫

003272001 つぼい工業（株） 浜松市北区三方原町８７４－５ 坪井　啓隼

003273001 坪井工業（株） 中央区銀座２－９－１７ 坪井　晴雅

003274001 （株）坪田工務店 姫路市北今宿１－５－３ 坪田　充治

003275001 壺山建設（株） 大阪市此花区春日出中１－１５－７ 壺山　和憲

003276001 （株）積田電業社 さいたま市浦和区針ヶ谷１－８－１８ 積田　優

003277001 積田冷熱工事（株） さいたま市緑区大門２６１９ 積田　鉄也

005890001 津山グリーン建設工業（株） 津山市日上１６９－１ 坂田　蒼美

003278001 剛測量設計（株） 小松島市小松島町字北浜１１２－２ 金森　陸男

005932001 （株）鶴川設備工業 町田市真光寺町１０１２番地６ 小野沢　政巳

003279001 剣通信工業（株） 徳島市八万町上福万２０３－１ 山本　竹志

005729001 ツルタ興業（株） 練馬区平和台１－１４－１４ 鶴田　博一

006070001 鶴田電気（株） 甲府市中央４－５－２３ 鶴田　哲嗣郎

003280001 （株）鶴田電設コンサルタント 三原市宮浦６－３－２３ 鶴田　幸彦

006597001 （株）ツルミ 名古屋市南区豊田２－１８－８ 鶴見　民広

003281001 （株）鶴見精機 横浜市鶴見区鶴見中央２丁目２番２０号 立川　道彦

003282001 （株）鶴見製作所 大阪市鶴見区鶴見４－１６－４０ 辻本　治

003283001 Ｔ・Ｉサーベイ（株） 堺市中区深井北町３１００－３－１０３ 田中　学

003284001 （有）ティーエーシーエンジニアリング 尼崎市浜田町１－４８ 表　隆司

005880001 ＴＳＰ太陽（株） 目黒区東山１－１７－１６ 能村　祐己

005578001 ＴＳＰ西日本（株） 大阪市淀川区木川東４－８－３３ 荒木　尚

002830001 ＤＫ工業（株） 岡山市東区光津７８１－６ 鍵本　英利
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003285001 （株）ティー設計工房 港区高輪２－２－２９ 辻本　敬司

003286001 （株）ティーネットジャパン 高松市成合町９３０－１０ 木本　泰樹

003287001 Ｄ－パワーシステムズ（株） 府中市小柳町１－２０－１ 真野　法子

006102001 （株）Ｔ・Ｐ・Ｔ 那珂川市仲２－９－１０ 藤嶋　理久子

003288001 （株）Ｔ・ｍａｘ 大阪市中央区内本町２－３－８－３０５号 八田　直之

006704001 （株）ティーマックス 千代田区内幸町２－２－１日本プレスセンタービル 原田　毅

003289001 ディ．エス．大進工業（株） 熊本市中央区壺川１－９－４９ 後藤　一利

006729001 （株）ＴＳＰ 渋谷区道玄坂１－１０－５ 坂本　祐一

003290001 ＤＸアンテナ（株） 神戸市西区室谷１－２－２ 長代　輝彦

006322001 （株）ティエムケイ 吹田市原町２丁目５４番１６－３０９ 金森　宣生

005649001 （株）ＴＭＣ 明石市大久保町松陰１１２７－３２ 松村　大三

003291001 ティ・ケイエンジ（株） 仙台市太白区長町７－１９－２３ 須藤　榮一

003292001 （株）テイケイエンジニアリング 下関市豊浦町大字川棚７２７４－２ 井上　博臣

003293001 （株）テイコク 岐阜市橋本町２－８ 中嶋　徹

005745001 （株）帝國興産 岡山市倉敷市松江１－１７－３ 梶岡　孝史

003294001 （株）帝国コンサルタント 越前市国高１－６－１ 中西　誠一郎

003295001 （株）ティ・シー・シー 岡山市北区本町６－３６ 妹尾　年倫

003296001 （株）庭樹園 大阪市天王寺区石ヶ辻町３番１２号 當内　匡

003297001 帝人エコ・サイエンス（株） 港区三田３－３－８ 塚野　和夫

003298001 （株）ＴＴＥＳ 目黒区上目黒３－３０－８ 菅沼　久忠

003299001 （株）データ技研 和歌山市有家７１－６ 武野　英紀

003300001 （株）データ設計 中央区日本橋本町２－８－１２ 広島　基

003301001 （株）データベース 札幌市北区北七条西５－８－５ 大森　康弘

006534001 （株）デーロス・ジャパン 金沢市間明町２－７０ 白石　嘉信

006263001 （株）テクシア 大阪市淀川区東三国６－１－４０　キャメル東三国ビル２階Ｄ号 毛利　正明

006559001 （株）テクト 四日市市新浜町１８－１１ 河野　達治

003302001 （株）テクノ 久留米市東合川３－１－２１ 中園　孝一

003303001 （株）テクノ・アイシー 富山市綾田町１－７－２３ 新田　朋弘

006204001 （有）テクノ関西 豊中市永楽荘１－１４－１８ 室賀　信也

003304001 （株）テクノサービス 岡山市南区福浜町１３－２８ 平松　良一

003305001 （株）テクノ・サプライ 摂津市鶴野２－７－２ 小林　隆幸

006662001 テクノサポート（株） 大阪市福島区玉川１－８－９ 植　栄治

003306001 テクノシステム（株） 長野市大字北長池１９０９－５２ 中川　弘

003307001 （株）テクノシラタニ 倉敷市玉島柏島１７３３－１ 白谷　泰裕

003308001 （株）テクノ中部 名古屋市港区大江町３－１２ 深澤　元喜

003309001 テクノトーシン（株） 津市大里睦合町２５９３－１ 三浦　紳太郎

003310001 （株）テクノトライ 神戸市須磨区松風町５－１－１７ 原田　哲郎

003311001 （株）テクノバ 静岡市駿河区栗原１８番６５号　テレビ静岡新別館　１階 増田　玲司

003312001 （株）テクノ・ハリマ 佐用郡佐用町円応寺１６０－６ 船曳　義隆

003313001 （株）テクノプラン 千代田区神田小川町２－１－７ 深澤　芳雄

006720001 （株）テクノプロ・コンストラクション 港区六本木６－１０－１ 関和　達也

006162001 （株）テクノマップ 金沢市疋田１－９３ 綿村　裕

003314001 （株）テクノ菱和 豊島区南大塚２－２６－２０ 黒田　英彦

003315001 デコラテックジャパン（株） 浜松市西区大久保町１２８１ 平野　裕明

003316001 （株）手島建築設計事務所 港区芝１－１３－１６ 手島　誠

005788001 テシマ商工（株） 岡山市東区瀬戸町江尻１２８９－１－２０２ 岸本　道彦

003317001 テック鬼城（株） 岡山市北区栢谷１６１４番地１ 岡崎　實

003318001 （株）テックジャパン 八尾市水越４－６６ 新　光世

003319001 鉄建建設（株） 千代田区神田三崎町２－５－３ 伊藤　泰司

003320001 鉄電塗装（株） 大阪市都島区都島中通２－１－１５ 田伏　昭一

003321001 （有）手箱建設 吾川郡いの町戸中８１－５ 山本　周児

003322001 （株）テフコ 岡山市北区粟井２２００－２ 垪和　次朗

006118001 出村建築設計事務所 福井市新保１－１６０８ 出村　外志栄

003323001 （株）テラエンジニヤ 三原市沼田西町小原１５０４－１０ 石本　政和

003324001 寺岡オートドア（株） 大田区千鳥３－１９－３ 吉田　毅

003325001 寺尾道路（株） 南丹市園部町小桜町２号４－５ 藤林　良仁

006644001 寺石商事（株） 苫小牧市日吉町１－１－３０ 一條　浩也

006314001 （株）テラシマ 久留米市三潴町玉満３５６５ 寺島　裕美

006567001 （株）寺田鉄工建設 小松市国府台５丁目３１－１ 寺田　健信

003326001 寺戸工業（株） 益田市高津８－１１－４ 寺戸　俊幸

003327001 （株）寺西工務店 淡路市佐野１３３０－１ 寺西　一夫

003328001 （株）寺村建設興業 高松市屋島東町１１４１－２ 寺村　好記

006281001 テラルテクノサービス（株） 文京区後楽２－３－２８　ＫＩＳ飯田橋ビル４階 菅田　博之

003329001 （有）テルケンコンプリート 岡山市北区玉柏７８２－６ 照井　智和

003330001 （株）テル測量 宝塚市大原野字波坂１－６４ 池長　秀享

006106001 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー（合） 千代田区丸の内３－２－３　丸の内二重橋ビルディング 福島　和宏

003331001 電音エンジニアリング（株） 港区芝５－２０－９ 織田　真一郎

003332001 （株）デンカ 八幡浜市産業通１２番２０号 菊池　英充

003333001 電気技術開発（株） 千代田区神田駿河台４－２－５ 固山　敏行
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003334001 （株）電気工営 岡山市南区中畦７７３ 吉原　慧

003335001 電気興業（株） 千代田区丸の内３－３－１ 近藤　忠登史

003336001 （株）でんきや 南相馬市原町区本陣前２－１１４－２ 佐々木　英夫

003337001 （株）電業社機械製作所 大田区大森北１－５－１ 村林　秀晃

003338001 （株）電建工業 倉敷市西阿知町新田３３７－２ 松谷　俊明

003339001 （株）電工社 岡山市北区高柳西町１１－３３ 福田　良

003340001 （株）電工社エンジニアリング 高松市香南町西庄２４８－１ 十河　孝浩

005921001 （株）デンショク 岡山市中区桑野５１６－８ 野田　令

006411001 （株）電信 徳島市川内町平石若宮１２１－１ 久保　勇仁

005882001 電新デジック（株） 鹿児島市西別府町２７９４番地３６ 脇　雅孝

003341001 （株）傳設計 福岡市中央区舞鶴１－６－１３ 岩本　茂美

003342001 電設コンサルタンツ（株） 千代田区神田錦町３－６ 赤木　伸弘

005686001 （株）電創エンジニアリング 松山市来住町１４９０－１１ 岡本　光晴

006627001 （株）デンソーソリューション 渋谷区松濤２－１５－１３ 久米　利也

003343001 （株）電通建設 川越市天沼新田３３９－７ 伊理　和昭

003344001 （株）でんでん 倉敷市下庄１１２６－６ 杉本　渉

003345001 （株）天馬工務店 大阪市城東区中央１丁目１３番１９号 根来　憲治

003346001 天龍造園建設（株） 浜松市東区材木町３８ 内山　晴芳

003347001 （株）デンロコーポレーション 大阪市東成区深江北２－１１－１７ 冨永　充久

003348001 トアライナー（株） 摂津市別府１－１８－３ 上原　武

003349001 土井建設（株） 総社市総社１－１－５０ 高見　郁

003350001 東亜エンヂニアリング（株） 大阪市住吉区我孫子５－４－８ 久本　哲司

003351001 東亜外業（株） 神戸市兵庫区西出町２－４－１２ 小本　一博

003352001 東亜技研（株） 泉南市樽井１－７－１４ 舩野　太郎

003353001 東亜グラウト工業（株） 新宿区四谷２－１０－３ 山口　乃理夫

003354001 東亜建設工業（株） 新宿区西新宿３－７－１ 秋山　優樹

003355001 東亜建測（株） 神戸市兵庫区熊野町１－３９ 田中　孝将

003356001 東亜工業（株） 長浜市平方町３６６－３ 沓水　文男

006506001 東亜工業（株） つくば市沼田９９８番地 池田　一郎

003357001 （株）東亜工業所 北九州市小倉北区熊谷１－１５－２６ 谷崎　伸之

003358001 東亜興産（株） 岡山市北区白石２００－２ 三宅　正浩

003359001 東亜地研（株） 文京区本駒込６－１５－１１ 石井　久

003360001 東亜通信（株） 大阪市西区西本町１－１２－７ 前田　康博

003361001 東亜道路工業（株） 港区六本木７－３－７ 森下　協一

003362001 東亜塗装工業（株） 文京区小石川５－３５－１１ 宇佐美　弘文

003363001 （株）東亜利根ボーリング 港区六本木７－３－７ 伊藤　春彦

003364001 （株）東亜立地鑑定 大阪市中央区北久宝寺町２－１－２ 山際　智裕

006289001 東海鑿泉（株） 大阪市西淀川区佃１－２４－１９ 鈴木　正文

003365001 登英機設（株） 加古郡稲美町六分一字百丁歩１３２０－１ 武田　伸介

003366001 東栄電設（株） 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－４４－６ 東谷　充

005895001 東海アナース（株） 城陽市寺田樋尻４４番地６ 藤本　隆司

003367001 東海建設（株） 中央区日本橋本石町４－２－１７ 久保　智

003368001 （株）東海建設コンサルタント 沼津市中瀬町５－１ 齋　秀之

005695001 東海鋼管（株） 名古屋市南区桜台２‐５‐２４ 乾　公昭

006214001 （株）トウカイコンサル 函館市西桔梗町７１４－７４ 竹田　道弘

003369001 （株）東開コンサルタント 函館市西桔梗町７１４－５９ 梅本　拓也

003370001 （株）東海テック 台東区東上野１－２３－３ 角張　巖

003371001 東海電機（株） 倉敷市羽島２６６－１ 土家　文男

003372001 東海電設（株） 大阪市城東区今福西５－４－２０ 遠藤　典男

003373001 東海塗装（株） 大田区池上５－５－９ 奈良間　剛

003374001 東海リース（株） 大阪市北区天神橋２丁目北２番６号 塚本　博亮

006318001 （株）トウギ 大阪市住吉区南住吉３－１ー２ 藤本　知宏

003375001 東急建設（株） 渋谷区渋谷１－１６－１４ 寺田　光宏

006484001 東急リニューアル（株） 渋谷区渋谷１－１６－１４ 土田　修

003377001 東京カートグラフィック（株） 杉並区天沼２－４－４ 西山　和輔

003378001 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 港区海岸１－２－３ 小西　康弘

005525001 （株）東京カンテイ 品川区上大崎２－２４－１５ 長田　千江美

003379001 （株）東京久栄 千代田区岩本町２－４－２ 高月　邦夫

003380001 同郷建設（株） 厚木市恩名１－６－５９　ＯＭビル４階 由井　茂規

003381001 （株）東京建設コンサルタント 豊島区北大塚１－１５－６ 大村　善雄

003382001 東京コンサルタンツ（株） 千代田区神田淡路町２－８－５ 正和　博徳

006044001 東京システム特機（株） 千代田区飯田橋４－５－１１　パール飯田橋ビル　１階 吉田　光男

003383001 （株）東京設計事務所 千代田区霞が関３－７－１　霞が関東急ビル 狩谷　薫

003384001 （株）東京ソイルリサーチ 目黒区東が丘２－１１－１６ 辻本　勝彦

003385001 （株）東京測器研究所 品川区南大井６－８－２ 木村　真志

003386001 （株）東京地質コンサルタント 台東区北上野１－８－５ 岡部　邦彦

003387001 東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川４－１２－３８－１ 吉池　南

003389001 東京電機工業（株） 姫路市網干区新在家３５５－２ 諏訪　良介

003390001 東京トリムテック（株） 品川区西五反田１－２５－１ 最上　修
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003391001 東京バツテリー（株） 中央区入船１ー５ー１１　弘報ビル６階 柳澤　史雄

003392001 東京鋪装工業（株） 千代田区外神田２－４－４　第一電波ビル５階 横田　博道

003393001 （株）東京ランドスケープ研究所 渋谷区本町１－４－３エバ－グレイス本町１階 小林　新

003394001 東京レコン（株） 横浜市西区桜木町７－４４ 小川　剛

005868001 （株）東建 荒川区東日暮里１－１６－１０ 小林　誠

003395001 （株）東建建設 大阪市住吉区我孫子５－４－８ 久本　靜代

003396001 （株）東建工営 名取市杜せきのした１－２－７ 森井　淳司

003397001 東建工業（株） 久留米市原古賀町２５－１１ 古賀　紳也

003398001 （株）東建ジオテック さいたま市浦和区仲町３－１３－１０ 越智　勝行

003399001 （株）東建築設計事務所 千代田区飯田橋４－７－１１ 鈴木　元春

003400001 東光園緑化（株） 渋谷区恵比寿南３－７－５ 田丸　敬三

003401001 東綱橋梁（株） 下野市下古山１４３ 佐藤　浩

006549001 （株）東光クリエート 上越市平成町５７０ 伴　長門

003402001 （株）東光コンサルタンツ 豊島区東池袋４－４１－２４ 堀　尚義

003403001 東興ジオテック（株） 中央区銀座７－１２－７ 瀬高　末広

003404001 東光造園（株） 東広島市西条中央８－２３－１２ 中原　康博

003405001 （株）東光高岳 江東区豊洲５－６－３６ 一ノ瀬　貴士

003406001 （株）藤光電気工事 那須塩原市埼玉８４‐２０４ 藤田　茂

003407001 東光電気工事（株） 千代田区西神田１－４－５ 青木　宏明

003408001 東光電設（株） 岩国市室の木町１－５－８ 末永　篤志

006068001 （株）ドゥサイエンス 港区六本木４－１－１６ 香取　良一

006684001 東西建築サービス（株） 大阪市中央区高麗橋４－７－７ 清水　仁

003409001 東讃建設（株） 高松市鶴市町５７３－４ 佐々木　宏和

003410001 （株）東芝 港区芝浦１－１－１ 綱川　智

005513001 東芝インフラシステムズ（株） 川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之

003411001 東芝エレベータ（株） 川崎市幸区堀川町７２－３４ 川﨑　幹

003412001 東芝環境ソリューション（株） 横浜市鶴見区寛政町２０－１ 吉田　久律

003413001 東芝キヤリア（株） 川崎市幸区堀川町７２－３４ 久保　徹

003414001 東芝コンシューママーケティング（株） 川崎市川崎区駅前本町２５－１ 末澤　光一

003416001 東芝通信インフラシステムズ（株） 府中市東芝町１ 棟方　公輝

003415001 東芝デジタルソリューションズ（株） 川崎市幸区堀川町７２ー３４ 島田　太郎

003417001 東芝プラントシステム（株） 川崎市幸区堀川町７２ー３４ 原園　浩一

003418001 東芝ライテック（株） 川崎市幸区堀川町７２ー３４ 平岡　敏行

003419001 （株）東条設計 鹿児島市祇園之洲町４３ 東條　正博

003420001 （株）東條塗装工業 鳴門市撫養町斎田字西発７５ー１ 東條　友泰

003421001 東進産業（株） 津市大里睦合町２５９７番地 山口　裕

003422001 （株）東設土木コンサルタント 文京区本郷１－２８－１０ 島田　保之

003423001 東大建設（株） 熊本市西区小島６－４－２ 東　政年

003424001 （株）東智建設 福岡市西区福重３－１２－２８－１ 中田　智久

003425001 東通産業（株） 港区六本木５－１６－２０ 大賀　昭雄

006442001 東テク（株） 中央区日本橋本町３－１１－１１ 長尾　克己

003426001 東鉄工業（株） 新宿区信濃町３４ 前川　忠生

003427001 （株）東都建設 岡山市中区神下２９０－１ 早瀬　健一

003428001 （株）東都設計 渋谷区千駄ヶ谷４－５－１５ 小谷野　浩治

003429001 東都熱工業（株） 川崎市川崎区富士見２－５－６ 林田　武

003430001 堂野建材（株） たつの市新宮町段之上３６２ 堂野　資朗

003431001 （株）東畑建築事務所 大阪市中央区高麗橋２－６－１０ 米井　寛

003432001 東阪建設工業（株） 大阪市鶴見区緑３－１６－７２ 鬼藤　久美子

005627001 東備建設（株） 備前市日生町日生２４１－１１０ 町　成一郎

003433001 東武緑地（株） 杉並区天沼３－５－４ 青木　雅彦

006310001 （株）東邦アーステック 新宿区新宿２－１３－１０　武蔵野ビル４階 設楽　琢治

003434001 （株）東豊開発コンサルタント 日田市吹上町１０－２５ 伊藤　良浩

006083001 東邦化工建設（株） 駿東郡長泉町上土狩字高石２３４ 原田　茂彦

003435001 （株）東峯技術コンサルタント 大阪市浪速区幸町１－２－２１ 河野　隆章

003436001 東邦工業（株） 高知市鴨部３－２８－１５ 森澤　慶一

003437001 東邦地下工機（株） 福岡市博多区西月隈５－１９－５ 岡本　幸憲

003438001 （株）東邦地形社 渋谷区神宮前６－１９－３ 下重　勝雄

003439001 東邦地水（株） 四日市市東新町２－２３ 伊藤　重和

003440001 東邦電気工業（株） 渋谷区恵比寿１－１９－２３ 伊東　周二

003441001 東邦電気産業（株） 京都市中京区壬生御所ノ内町３２ 佐伯　祐左

003442001 東北測量（株） 青森市大字石江字三好１６７－３ 有馬　宣道

003443001 （株）東北地質 仙台市泉区七北田字大沢柏５６－３ 白鳥　文彦

003444001 東北物産（株） 保戸野原の町７番６８号　アーバン原の町３０７ 深澤　功

006738001 東北緑化環境保全（株） 仙台市青葉区本町２－５－１ 林　隆壽

003445001 東名開発（株） 海部郡蟹江町大字蟹江新田字前波２２７－３ 加藤　秀樹

003446001 東友エンジニアリング（株） 仙台市青葉区小松島１－７－２０ 本間　史郎

005908001 （株）東洋 北葛飾郡杉戸町清地４－９－２１ 田中　健志郎

005792001 （株）東洋安全施設 広島市西区南観音３－１５－３７ 久保　大樹

003447001 （株）東洋技研 高知市大津乙１９０２－４ 永森　康貴
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003448001 東洋技建（株） 千代田区神田小川町２－６－３ 榎本　敦幸

003449001 東洋技建工業（株） 大和高田市幸町７－１２－１２１ 吉村　哲太郎

003450001 東洋技研コンサルタント（株） 大阪市淀川区新北野１－１４－１１ 宮下　典嗣

003451001 東洋建設（株） 千代田区神田神保町１－１０５ 武澤　恭司

005830001 （有）東洋建設 高槻市大字原１１１０番１ 仁部屋　光明

003452001 （株）東洋建設工業 姫路市広畑区吾妻町３－２３ 田中　進

003453001 東洋建設工業（株） 倉敷市中庄３５５８ 真野　吉行

003454001 東陽工業（株） 港区西新橋２－３９－９ 宮坂　秀雄

005974001 東洋工業（株） 茨木市横江１－６－２６ 山口　治良

006579001 東洋交通施設（株） 鳥取市安長７８－７ 西垣　豪

003455001 （株）東洋工務店 倉敷市神田２－７－４５ 沖　章史

003456001 東洋コンサルタント（株） 朝倉郡筑前町松延７９６－３７ 吉郷　高治

003457001 （株）東洋コンサルタント 高松市出作町５５６－６ 田村　寛司

003458001 東洋シヤッター（株） 大阪市中央区南船場２－３－２　南船場ハートビル１２階 岡田　敏夫

003459001 （株）東洋設計 金沢市諸江町中丁２１２－１ 大嶋　庸介

003460001 （株）東洋設計事務所 文京区本郷３－６－６ 青柳　司郎

003461001 東洋設備工業（株） 西条市喜多川３８３－６ 加藤　弘道

003462001 （株）東洋測量設計 武雄市武雄町大字武雄５０１４－１ 池田　繁

006107001 （株）東洋地質調査 春日井市石尾台６－１９－１３ 堀岡　穣

005643001 東洋テクノ（株） 渋谷区広尾５－４－１２ 米田　和久

003463001 （株）東洋電化テクノリサーチ 高知市萩町２－２－２５ 長山　吉文

003464001 東陽電気（株） 倉敷市早高３９６－４ 枦元　誠

003465001 東洋電気工事（株） 神戸市兵庫区駅前通５－１－１８ 合田　吉伸

003466001 東洋電気工事（株） 沖縄市宮里３ー８ー３７ 柴引　健

005955001 東陽電気工事（株） 品川区中延３－２－１５ 大岩　信彦

003467001 東洋電機製造（株） 中央区八重洲１－４－１６ 渡部　朗

003468001 東洋電工（株） 京都市山科区音羽山等地２０ 近藤　哲也

003469001 東陽道（株） 熊本市東区上南部２－６－１ 東　誠二

003470001 東洋道路（株） 今治市玉川町別所甲３４８番地 山本　雄一

003471001 東洋熱工業（株） 中央区京橋２―５―１２ 芝　一治

003472001 東洋ビルテック（株） 神戸市兵庫区水木通４－２－２ 針生　壽則

003473001 東洋プラント（株） 福山市東手城町１－２－３７ 平田　俊幹

003474001 東洋リフト製造（株） 広島市安佐南区伴西４－２２２０－１ 尼児　秀明

003475001 東洋冷熱工業（株） 姫路市南条３－２ 水谷　重樹

003476001 （株）桃陵工業 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５‐１ 中川　憲昭

003477001 （株）東冷空調 江東区富岡２－８－２ 木原　裕之

003478001 道路企画（株） 日田市大字庄手中釣町４７３－５ 中川　博光

003479001 （株）道路企画 甲府市下飯田３－６－２ 秋山　秀夫

003480001 （株）道路計画 豊島区東池袋２－１３－１４　マルヤス機械ビル 野中　康弘

003481001 （株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井１－２３－７ 山田　宝史

003482001 （一財）道路新産業開発機構 文京区関口１－２３－６ 朝倉　康夫

003483001 （株）東和エンジニアリング 千代田区東神田１－７－８ 新倉　恵里子

003484001 東和環境科学（株） 広島市中区舟入町６－５ 平川　剛

005502001 東和技術（株） 新宿区西新宿３－３－１３ 岩佐　淳

003485001 （株）東和建設 津久見市地蔵町６－１７ 神田　敏和

003486001 東和建設（株） 姫路市大津区新町２－４７ 大和　武人

003487001 （有）同和建設工業 広島市佐伯区五月が丘１－１２－２０ 角山　博子

003489001 東和工業（株） 岡山市北区一宮１１４６－１ 秋山　政巳

003490001 東和工業（株） 枚方市牧野本町一丁目１番５９号 中野　勲

003488001 東和工業（株） 徳島市昭和町４－１２ 阿部　和英

003491001 東和スポーツ施設（株） 京都市左京区北白川下池田町７９－１ 川谷　真輝

003492001 （株）東和設計 千葉市中央区院内１－１２－８ 小川　裕司

003493001 東和電気工業（株） 岡山市北区田益１６９５－１ 古原　篤史

003494001 東和電気工事（株） 姫路市飯田２－５１－１ 三和　敬典

003495001 （株）トーアテック 横浜市神奈川区広台太田町４－２３ 五十嵐　完治

003496001 （株）トーエネック 名古屋市中区栄１－２０－３１ 大野　智彦

003497001 （株）トーキンＥＭＣエンジニアリング 川崎市高津区子母口３９８ 松岡　進

003498001 （株）ＴＯＫＳ 大阪市東成区中道３－１５－１６ 岸鶴　浩二

003499001 （株）トーケミ 大阪市淀川区田川北１－１２－１１ 細谷　一彦

003500001 （株）トーコー地質 豊島区東池袋４－４１－２４ 原田　裕樹

003501001 （株）トーコーテック 豊島区東池袋４－４１－２４ 林　栄司

003502001 トースイ（株） 千代田区平河町１－７－７ 柴田　達夫

003503001 （株）トータルインダストリー 淡路市志筑新島１－８ 松井　孝明

005622001 （株）トータルサプライ 尼崎市玄番南之町５－６ 柄谷　順一郎

006455001 （有）トータルプランニングルミナス 倉敷市玉島上成６４１－１ 西野　真二

003504001 （株）トータルメディア開発研究所 千代田区紀尾井町３－２３ 山村　健一郎

003505001 トーテックアメニティ（株） 名古屋市西区名駅２－２７－８ 坂井　幸治

003506001 （株）トーニチコンサルタント 渋谷区本町１－１３－３ 横井　輝明

003507001 ドーピー建設工業（株） 札幌市中央区北１条西６－２ 稲田　義行
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003508001 ＴＯＨＯ（株） 中央区日本橋堀留町２－８－４ 岸　哲也

003509001 （株）トーホー 西宮市山口町下山口９５８－１ 木本　知央

006523001 （株）トーホー・コンストラクション 神戸市中央区下山手通４－７－１２ 新谷　邦昭

003510001 （株）トーホーダ産業 広島市安佐南区祇園３－２１－１０ 東方田　和義

003511001 （株）トーヨー建設 葛飾区柴又７－１－１１ 岡田　吉充

003512001 （株）トーワ技研工業 大阪市淀川区宮原１－１８－２０ 千神　展久

003513001 （株）戸川電工 倉敷市帯高６３３－３ 戸川　敬之

003514001 （株）トキト 堺市中区土師町四丁５番１７号 時任　一徳

003515001 （株）時弥開発 堺市北区百舌鳥赤畑町２－８４－５トキヤビル４０８号 中葉　時弥

003516001 （株）常盤 舞鶴市字伊佐津６５ 星山　寿也

003517001 （株）トキワアーキテクトオフィス 港区虎ノ門４－３－１城山トラストタワー１５階 山本　民生

003518001 常磐建設（株） 観音寺市観音寺町甲１０８７－２４ 井元　高志

003519001 常盤工業（株） 千代田区九段北４－２－３８ 齊藤　健

003520001 常盤興業（株） 淡路市小倉２２６ 中田　忠義

003521001 常盤地下工業（株） 宇部市大字山中７００－１０ 鶴田　泰徳

003522001 （株）徳網建設 豊岡市出石町中村９３８ 徳網　靖

003523001 徳栄建設（株） 益田市下本郷町４５４番地１ 安田　徳太

003524001 トクエ電気（株） 大阪市北区天神橋６－５－２７ 森井　進

003525001 （株）トクオ 名古屋市中川区万場４－１１１１ 高岡　一郎

003526001 （株）徳岡設計 大阪市北区西天満６－３－１１－２０５ 徳岡　浩二

003527001 （株）徳川電工 徳島市出来島本町３－２８－５ 川田　道夫

003528001 （株）徳島エムテック 徳島市かちどき橋３－４７－３ 余保　秀則

004325001 （株）平井塗装 徳島市中吉野町４－４１－１ 平井　孝

006290001 徳島造園土木（株） 徳島市入田町海先５５３－１ 渡邉　浩志

003529001 （株）徳島総合コンサルタント 徳島市北沖洲４－６－６２ 山田　昇

003530001 徳島ハイウエイサービス（株） 徳島市南末広町６－５０ 久保　義人

003531001 徳寿工業（株） 高松市福岡町２－５－１０ 坂谷　英志郎

003532001 （株）徳祥 中央区東日本橋２－８－１０徳祥ビル 吉田　直弘

003533001 徳真電機工業（株） 板野郡藍住町富吉字須崎１７－３２ 村上　泰彦

003534001 （株）トクスイ 徳島市川内町沖島８４ 滝本　佳範

003535001 （株）トクナガエンジニアリング 神戸市兵庫区七宮町２－２－２３ 徳永　盛光

006404001 徳山植木造園（株） 周南市今宿町１－５ 中津　正道

003536001 徳倉建設（株） 名古屋市中区錦３－１３－５ 徳倉　正晴

006140001 戸倉土地家屋調査士事務所 周南市梅園町２－３１ 戸倉　茂雄

003537001 土佐新高建設（株） 高知市北竹島町４９０ 西原　靖

003538001 （株）都市環境設計 大阪市浪速区恵美須西２－１４－３０ 中原　聡

003539001 （株）都市環境ランドスケープ 大阪市中央区内平野町１－３－７ 長谷川　弘直

003540001 都市鑑定アドバイザーズ（株） 江戸川区北葛西１－１９－４ 多賀　忠司

006095001 都市企画（株） 岡崎市東明大寺町１１－２ 村上　雅郁

003541001 （株）都市企画設計コンサルタント 橿原市北八木町１－１－８　橿原中央ビル 前川　浩二

003542001 都市空間設計（株） 大洲市東大洲１５９－２ 松岡　邦吉

005828001 都市クリエイト（株） 高槻市上田辺町１９－８ 前田　晋二

003543001 （株）都市計画研究所 中央区日本橋蛎殻町２－１３－５ 佐藤　憲璋

006207001 （有）都市建築設計集団 仙台市青葉区一番町１－１５－３８　小林ビル２階 手島　浩之

003544001 都市再生調査事業（同） 杉並区和田３－５４－５ 尼野　邦貞

003545001 （公社）都市住宅学会 千代田区富士見２－７－２　ステージビルディング７階 高田　光雄

003546001 （株）都市整備 名古屋市西区則武新町四丁目４番６号 長谷　恵俊

006215001 （株）都市設計コンサルタンツ 加古川市加古川町北在家４５４－１ 宮脇　州平

003547001 都市道路開発（株） 広島市中区本川町２－６－２１ 髙島　尚大

006067001 利光建設工業（株） 大分市新栄町８ー１１ 利光　正臣

006490001 （株）トシン 大分市東浜二丁目７番２０号 野口　淳

006241001 （株）塗装工業甲芸社 尼崎市崇徳院２－４２－５ 甲斐　基嗣

006476001 戸大建設工業（株） 座間市さがみ野２－５－２２ 松尾　仁志

003548001 戸田建設（株） 中央区八丁堀２－８－５ 大谷　清介

003549001 （株）トダックス 掛川市細谷４２７ 井口　真一

003550001 戸田道路（株） 中央区日本橋蛎殻町２－１３－６ 窪田　浩一

006017001 戸田ビルパートナーズ（株） 江東区有明３－４－１０ 斎藤　好彦

003551001 土地家屋調査士法人あおば総合事務所 明石市大明石町２－４－１８ 門脇　直彦

003552001 土地家屋調査士法人コクド 寝屋川市木田町３－２６－１０５ 菅　雄二

006105001 土地家屋調査士法人総合サーヴェイ 八王子市石川町１７８４ 永田　稔実

005990001 栃木県同和連合建設（株） 宇都宮市桜２－１－２６ 池澤　世菜

003553001 徳建産業（有） 板野郡松茂町笹木野字八北開拓２７７ 宮崎　英治

005673001 凸版印刷（株） 文京区水道１－３－３ 麿　秀晴

005786001 トップ・スターズ（株） 弘前市大字葛原字大柳３－４ 鶴ヶ谷　伸子

003554001 （株）トップライズ 新潟市秋葉区北上２－２２－２９ 大滝　充司

003555001 （株）轟組 高知市萩町１－５－１３ 吉村　文次

003556001 砺波工業（株） 砺波市中央町１－８ 上田　信和

003557001 （株）利根エンジニア 新宿区左門町４ 井澤　光徳

005936001 （株）トネクション 北区東十条６－７－１４ 栩野　尚光
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003558001 飛島建設（株） 港区港南１－８－１５ 乘京　正弘

003559001 （株）土木管理総合試験所 長野市篠ノ井御幣川８７７－１ 下平　雄二

003560001 （一財）土木研究センター 台東区台東１－６－４ 伊藤　正秀

003561001 （株）トマック 千代田区神田錦町２－１－８　竹橋ビル１０階 髙石　康哉

005965001 （株）トミウン 小豆郡土庄町上庄６４１－１ 丹生　兼嗣

006279001 （有）冨田園 所沢市東新井町２５１ 冨田　春光

003562001 （株）富田組 さぬき市富田西１２６６－３ 富田　隆弘

003563001 冨田建設（株） 大東市大野１丁目４番４号 冨田　泰富

003564001 （株）富田工務店 高松市中野町３－２３ 富田　淑郎

003565001 （株）トミナガ 久世郡久御山町田井東荒見２７ー１ 大藏　浩二

003566001 （有）富永設計 新発田市住吉町１－６－２０ 富永　哲臣

003567001 （有）富永譲・フォルムシステム設計研究所 文京区本郷４－１２－１６ト－ア文京マンション８０５ 富永　讓

003568001 富山技建（株） 京都市伏見区深草大亀谷安信町４１ 辻　麻理子

003569001 （有）冨山建設 天草市御所浦町御所浦２３２７ 冨山　和人

003570001 （株）冨山工業 菊池郡菊陽町原水上大谷３８０５ 冨山　竜一

003571001 （株）巴コーポレーション 中央区月島４－１６－１３ 深沢　隆

003572001 （株）巴商会 大田区蒲田本町１－２－５ 深尾　定男

003573001 （株）巴商会 千代田区神田須田町２－６ 山崎　純大

003574001 （有）トモ測量設計事務所 大阪市中央区内本町１－４－３　東本町愛晃ビル２０５号 岡田　公久

003575001 友田建設（株） 豊岡市大磯町４－５ 友田　匡則

003576001 （株）友仁工業 岸和田市中井町１－１３７－６ 中前　仁志

006048001 （株）豊浦浚渫 西宮市西宮浜２－２１－３ 嶋城　隆彦

006320001 トヨオカ電気（株） 川崎市川崎区渡田１－１９－２ 稲毛　実

003577001 豊川工業（株） 京都市南区上鳥羽奈須野町３３ 豊川　皇司

003578001 （株）豊国 堺市中区深井中町１２７５－４ 半田　太志

003580001 豊嶋建設（株） 丸亀市飯山町下法軍寺８０８－１ 豊島　有希

006551001 トヨタテクノス（株） 郡山市富久山町久保田字恩田１０８－６ 藤田　一美

003581001 トヨタホーム岡山（株） 岡山市北区久米１６１ 末長　一範

003582001 （株）豊原電気土木 京都市南区東九条河西町１５ 豊原　博詩

003583001 （有）トライテック 加西市玉野町８５７ 泰永　鋭雄

006191001 トラス・アーキテクト（株） 鹿児島市柳町１番５号－１０１Ａ 木元　達也

003584001 （株）トラスト 神戸市中央区東川崎町１－３－３神戸ハーバーランドセンタービル２０階 谷口　博司

003585001 （株）トラスト工業 久留米市梅満町４０７－５ 小林　弘明

006299001 （資）鳥居 貝塚市半田３－４－１２ 鳥居　嘉和

006595001 （株）鳥井 尼崎市長洲西通１－１５－１９ 鳥井　洋介

006273001 （株）鳥居工務店 大阪市中央区安土町二丁目３番１３号 鳥居　隆之

003586001 ドリコ（株） 中央区日本橋２－１３－１０ 鮫島　修

003587001 （株）鳥越 鳳珠郡穴水町字此木３－１７ 鳥越　正樹

003588001 （株）酉島製作所 高槻市宮田町１－１－８ 原田　耕太郎

003589001 （有）鳥設計事務所 四万十市右山３８３－１６ 鳥谷　秀文

003590001 （株）トリ設備計画 大阪市中央区南船場２－７－１４ 西村　昭雄

003591001 （株）富田林測量設計事務所 富田林市甲田１－１３－１３ 奥野　弘宣

003592001 ナイガイ（株） 墨田区緑１－２７－８ 清野　昇

003593001 （株）ナイカイアーキット 倉敷市児島駅前１－１００ 久山　方士

003594001 内海エンジニアリング（株） 尾道市瀬戸田町沢２２６－６ 橋本　祐司

003595001 内外エンジニアリング（株） 京都市南区久世中久世町１－１４１ 池田　正

003596001 内海建設（株） 今治市大三島町宮浦５７３９ 菅　敏克

003597001 内海建設コンサルタント（株） 岡山市北区北長瀬本町１３－５４ 尾刀　仁

003598001 内外構造（株） 大阪市中央区本町２－５－７ 安田　扶律

003599001 （株）内外測技 京都市南区久世中久世町１－１４１ 上田　範久

006736001 内外地図（株） 千代田区神田小川町３－２２ 五本木　秀昭

005542001 内外パイオニヤ（株） 高松市浜ノ町２９－４ 森　恒弘

003600001 内藤環境管理（株） さいたま市南区太田窪２０５１－２ 内藤　岳

006564001 （株）内藤建設 新宿区左門町２０－６ 内藤　工嗣

003601001 （株）内藤建築事務所 京都市左京区田中大堰町１８２ 川本　雄三

003602001 （株）内藤設計 大阪市中央区今橋２－２－１１ 藤原　義弘

003603001 内藤鉄工（株） 出雲市湖陵町板津３６８ 内藤　輝一

003604001 （株）内藤ハウス 韮崎市円野町上円井３１３９ 内藤　篤

003605001 （株）内藤廣建築設計事務所 千代田区九段南２－２－８ 内藤　廣

003606001 （株）ナイバ 高松市塩上町１－３－６ 山本　和彦

003607001 （株）中井組 有田郡湯浅町湯浅２５１２ 中井　崇義

006380001 （株）中池組 薩摩川内市花木町７番１１号 中池　竜介

003608001 長井工業（株） 今治市東村４－５－２０ 長井　基茂

003609001 （株）中井工務店 寝屋川市下木田町６－１８ 中井　正昌

003610001 （株）長井商会 今治市常盤町４－７－８ 長井　浩

005901001 中井商工（株） 大阪市東成区玉津２丁目１番５号 宮崎　正治

003611001 中一建設（株） 姫路市夢前町寺１１２番地 中川　勝

003612001 （株）中井土木 四條畷市岡山東２丁目１番８号 塩田　尚伸

003613001 ナカオ（株） 奈良市三条大路１－９－１３ 中尾　國男
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003614001 （株）ナガオカ 貝塚市二色南町２－１２ 梅津　泰久

003615001 （株）永岡組 姫路市網干区垣内南町１８６２－９ 永岡　準司

003616001 仲岡建設（株） 品川区西品川２－１３－１９ 中込　守

003617001 長岡鉄筋コンクリート（株） 中央区日本橋堀留町１－８－９渡菊ビル４階 長岡　秀恭

006332001 （株）長岡塗装店 松江市西嫁島１－２－１４ 古志野　功

003618001 長尾環境設備（株） 坂出市西庄町１０１０－１ 長尾　克己

003619001 （株）中尾組 桜井市大字桜井５５３番地の１ 中尾　隆成

003620001 中尾不動産鑑定事務所 神戸市中央区八幡通４－１－１６－３０４ 中尾　明

003621001 （株）中垣組 田辺市中辺路町野中１０１９ 中垣　剛

003622001 中勝建設（株） 高知市葛島４－５－１４ 中野　留美子

003623001 中川（株） 大阪市北区本庄東３－５－１４ 島木　浩義

003625001 中川企画建設（株） 大阪市中央区博労町４－２－１５ 中川　廣次

006540001 中川建設（株） 岡山市北区御津国ケ原４１５ 中川　満彦

003626001 （株）中川工業所 京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町１２１－３ 中川　淳

003627001 （株）中川工務店 豊岡市竹野町竹野２５０８－１ 中川　和久

003628001 中川産業（株） 徳島市八万町大坪２５９－１ 中川　秀則

003629001 那賀川電機（株） 徳島市住吉２－９－３６ 栗本　利幸

003630001 中川道路土木（株） 姫路市香寺町広瀬１１２－１２ 中川　智史

003624001 （株）中川都市建築設計 新宿区新宿５－１－１ 中川　匠

006500001 中川ヒューム管工業（株） 土浦市真鍋１－１６－１１ 中川　喜久治

003631001 （株）ナカケン 神戸市長田区東尻池町２－１３－４ 中野　健

003632001 （株）ナカケン 倉敷市児島塩生７３８－１ 中田　末晴

003633001 中建設（株） 鹿児島市伊敷４－１１－１１ 福田　栄

006081001 （株）長崎イシガキ 長崎市勝山町３７　長崎勝山３７ビル　４階 石垣　真

003634001 ながさき設計事務所 松江市寺町１８７－３ 長崎　敏明

003635001 長崎テクノ（株） 高知市若松町１７０５ 長崎　正和

003636001 （株）長崎塗装店 広島市西区観音新町１－７－２４ 長崎　邦彦

006725001 （有）中澤設計事務所 高知市知寄町１－６－１１ 中澤　康夫

003637001 （株）中茂工務店 仲多度郡多度津町東白方１４０ 中茂　量夫

003638001 （株）中地コンサルタント 京丹後市網野町浅茂川１８３６ 中地　恒元

003639001 （株）中柴工務店 北九州市八幡東区尾倉３－３－５ 中柴　崇

003640001 （株）ナガシマ 桑名市長島町十日外面１２８－２ 伊藤　秀和

003641001 （株）ナガシマ建築企画 神戸市西区伊川谷町有瀬７３０－６ 永島　輝彦

003642001 中島工業（株） 大阪市淀川区宮原２－１４－１４ 山脇　秀敬

003643001 （株）中島工務店 中津川市加子母１００５ 中島　紀于

005972001 （株）中嶋工務店 大阪狭山市大野台６－１－５ 中嶋　裕之

003644001 （株）中嶋造園土木 名古屋市中区栄３－１２－６ 中嶋　和敏

003645001 （株）中島電業所 草津市川原町１３２－４ 中嶋　良典

003646001 （株）中島塗装店 松本市高宮東３－１３ 中島　敬夫

003647001 ナカシャクリエイテブ（株） 名古屋市天白区野並２－２１３ 山口　寛

003648001 （株）中勝建設 尼崎市上ノ島町２－２－２２ 岩本　美恵子

003649001 （株）中筋組 出雲市姫原町２６２ 中筋　豊通

003650001 中筋建工（株） 徳島市大道１－１０ 中筋　章聡

003651001 （株）中造園 葛城市西辻３５２－１ 中　邦暁

003652001 （株）ナカタ 松山市余戸南２－２－２８ 中田　等士

006449001 長田建設（株） 菊池郡大津町陣内１３５６ 長田　宏二

003654001 （株）中田工務店 神戸市垂水区名谷町２３０－６ 中田　義成

003655001 中田水道工業（株） 洲本市宇原５５２ 中田　進市

003656001 （株）長谷産業 大阪市北区豊崎３－８－１９ 長谷　芳朗

005775001 中谷電気工事（株） 伊都郡かつらぎ町妙寺１２６－３６ 中谷　啓二

003653001 （株）ナカタ・マックコーポレーション 尾道市潮見町６－１１ 中田　卓

003657001 （株）長田松田工業所 神戸市長田区東尻池町２－７－１１ 松田　芳典

003658001 （株）中塚建設 岡山市中区浜１－１５－３４ 中塚　万晶

003659001 （株）中塚工業 高松市伏石町１２９９－１１ 中塚　敏彦

005940001 （株）中辻鑿泉 東大阪市本庄１－７－５ 中辻　茂樹

006471001 （株）永留電気工業 薩摩川内市西開聞町１７－４ 永留　博文

003660001 （株）長友総研 宮崎市旭２－１－５ 長友　岳夫

003661001 （株）中西組 神戸市兵庫区芦原通６－１－１８ 中西　一雄

003662001 中西建設（株） 奈良市古市町大塚１３２８番地 中西　琢也

003663001 中西工業（株） 伊勢崎市今井町７３２－１ 中西　栄介

005635001 （株）中西総合ガーデン 神戸市北区鈴蘭台北町９－１２－４ 中西　有朋

003664001 （有）中西電気工事 倉敷市東富井４６１ 瀬戸口　佳嗣

003665001 中日本建設コンサルタント（株） 名古屋市中区錦１－８－６ 上田　直和

003666001 中日本航空（株） 西春日井郡豊山町豊場殿釜２ 二神　一

003667001 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京（株） 新宿区西新宿１－２３－７ 森山　陽一

003668001 （株）中庭測量コンサルタント 大田区大森中１－２－２６ 中庭　基雄

003669001 （株）長沼電業社 広島市中区中区袋町６－１４ 長沼　毅

003670001 （株）中根建設 神戸市中央区京町７６－２　明海三宮第二ビル９階Ｂ 中根　英一

003671001 （株）ナカノアイシステム 新潟市中央区鳥屋野４３２ 坂井　浩
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003672001 長野建設（株） 阿南市津乃峰町新浜１－２２ 長野　純也

006342001 長野建設（株） 朝来市和田山町林垣２３０－３ 長野　博

003673001 （株）中の島商会 尼崎市上坂部２－６－１０ 白浜　敏

003674001 （株）長野総合建築事務所 岩国市麻里布町６－３－１０ 長野　英彦

003675001 （有）中野電工 徳島市城東町１－５－３ 中野　賢治

003676001 （株）ナカノフドー建設 千代田区九段北４－２－２８ 竹谷　紀之

003677001 中橋産業（株） 坂出市坂出町北谷３１４番地 中橋　政彦

003678001 中林建設（株） 大阪市浪速区大国２－１－１９ 中林　浩之

003679001 （株）中林建築設計事務所 出雲市今市町北本町５－４－３ 中林　直文

003680001 （株）中原建築設計事務所 旭川市本町１－８４０－７ 中澤　光夫

003681001 （株）中原工務店 大津市石山寺４－２７－１０ 中原　勧

003682001 （株）中東組 大阪市住吉区山之内４－１２－２４ 中東　豊

003683001 （株）ナカボーテック 中央区新川２－５－２ 木村　浩

003684001 （株）永将建設 八尾市郡川３－５０ 前田　良司

003685001 （株）中松商会 千代田区内神田二丁目３番４号　Ｓ－ＧＡＴＥ大手町北 大島　雅俊

003686001 中水造園土木 生駒市高山町２８１５－２ 中水　徹

003687001 （株）中道組 大阪市都島区片町１－３－４ 中道　正伸

003688001 （資）中村組 美方郡香美町香住区香住１３３－１ 中村　琢弥

003689001 中村建設（株） 高梁市横町１５４１－５ 中村　浩巳

003690001 中村建設（株） 宇部市大字中山１１１５－１０ 中村　廣義

003691001 （株）中村建設 美方郡香美町香住区８１０－５ 中村　裕二

003692001 中村建設（株） 奈良市三条大路１－１－４８ 中村　光良

003693001 中村建設工業（株） 大阪市鶴見区今津南２－３－３７ 中村　茂一

003694001 （有）中村建築設計亊務所 高松市天神前１１－１ 中村　賢治

003695001 （株）ナカムラ広報 徳島市応神町応神産業団地１３番３１ 宇坂　久志

003696001 （株）中村工務店 越谷市越ヶ谷１－８－８　中村ビル１階 中村　隆雄

003697001 （株）長村商会 神戸市兵庫区本町２－１－１２ 岡田　正昭

003698001 中村造園（株） 佐世保市田代町７９０ 中村　守

006444001 （株）中村電気 苫小牧市美園町３－１４－１８ 中村　衞

003699001 中村電工（株） 洲本市物部３－６－１４ 中村　佳史

003700001 中村電工（株） 三原市皆実２－１０－５ 中村　充伸

003701001 中村展設（株） 墨田区両国２－９－８ 中村　順一

003702001 （株）中村塗装店 品川区上大崎３－６－４ 中村　節雄

003703001 中村土木（株） 坂出市江尻町１２８０－１ 中村　敏浩

005904001 なかむらや 大阪市城東区古市３－１－１－１１０５ 中村　英一郎

003704001 中元造園（株） 神戸市須磨区行平町２－３－２８ 中元　信行

003705001 （株）中本屋工務店 倉敷市真備町尾崎２－２ 岡田　博幸

003706001 （株）中弥技建工業 美方郡香美町香住区香住１３３－２ 中村　曉

003707001 ナカヤ建設（株） 水戸市元石川町６１１番地８３ 中村　幸生

003708001 （株）中山開発 岡山市東区西大寺中野本町１１－２４ 坂本　孔二

003709001 （株）中山組 熊本市北区硯川町９７９ 中山　晶弘

003710001 （株）中山綜合コンサルタント 和歌山市栄谷２４１ 中山　智支

006354001 中山建具工業（株） 八戸市大字上野字堀端２４番地８ 中山　晃伸

005838001 （株）中山緑地建設 神戸市東灘区住吉山手７－２－１－４０７ 中山　雄一

003711001 （株）ナカヨシコーポレーション 南魚沼市穴地３１－１ 池田　正浩

003712001 （株）ナガワ 千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング２２階 高橋　修

003713001 （株）なごみ空調 堺市南区小代１９６ 露口　和一

005835001 名古屋水交（株） 名古屋市西区則武新町４－１－４５ 西井　康翁

003714001 名古屋通信工業（株） 名古屋市中村区太閤１－２－１３ 清水　源治

003715001 名古屋電機工業（株） あま市篠田面徳２９－１ 服部　高明

003716001 （株）奈須造園 豊中市中桜塚３－１２－８ 奈須　正典

003717001 那須電機鉄工（株） 新宿区新宿２－１－１２ 鈴木　智晴

003718001 （株）ナダック 姫路市白浜町神田２－５－２ 宮本　育也

006217001 （株）ナチュラエンジニアリング 沖縄市比屋根７－２４－２３ 崎濱　秀悟

003719001 （株）ナックス 大阪市浪速区大国２－１－１９ 中林　浩二

003720001 （株）浪速技研コンサルタント 茨木市下穂積１－２－２９ 青木　寛章

003721001 （株）ナニワシステム 大阪市浪速区大国２－１－１９ 喜多　正靖

003722001 那覇不動産鑑定（株） 那覇市樋川 仲程　通五郎

003723001 （株）ナビ設計 千代田区麹町４－８ 岡田　健

003724001 （株）ナプコ 江東区木場２－２１－５ 中村　順一

003725001 ナブコドア（株） 大阪市西区西本町１－１２－２２ 犬飼　伸幸

003726001 （株）名村造船所 伊万里市黒川町塩屋５－１ 名村　建介

003727001 奈良建設（株） 横浜市港北区新横浜１－１３－３ 植本　正太郎

003728001 （株）楢崎製作所 室蘭市崎守町３８５番地 小櫻　義隆

005897001 （株）ナラムラ 総社市清音柿木６９７－１ 楢村　貴宏

006532001 （有）成川電設商会 江戸川区南篠崎町３－６－１２ 成川　敏夫

003729001 （株）成田 洲本市中川原町中川原１３８７－１ 福井　秀治

003730001 成広建設（株） 赤磐市西中２４０ 谷口　淳介

006570001 成世建設（株） 堺市堺区甲斐町東４－２－２０ 出雲　康雄
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003731001 成瀬電気工事（株） 金沢市問屋町２－１７ 成瀬　亮太郎

003732001 成瀬緑化産業（株） 松山市水泥町４６－２３ 成瀬　要三

003733001 南海カツマ（株） 津市上浜町５－６４－６ 勝眞　浩一

003734001 南海造園土木（株） 徳島市応神町吉成字有天１４番地の２ 田川　弘

003735001 南海測量設計（株） 松山市中村３－１－７ 藤村　修作

003736001 南海辰村建設（株） 大阪市浪速区難波中３－５－１９ 浦地　紅陽

003737001 南海電設（株） 大阪市浪速区日本橋西２－８－３　伸和ビル３Ｆ 大前　良平

003738001 南海ビルサービス（株） 大阪市浪速区日本橋西１－３－１９　南海日本橋ビル３Ｆ 西山　哲弘

003739001 南海放送音響照明（株） 松山市束本１－５－４ 畦地　一久

003740001 南興建設（株） 宇和島市祝森甲１７８２ 山下　修史

003741001 （株）なんば技研 倉敷市玉島長尾２１４－１ 難波　龍也

003742001 難波電話電気工業（株） 神戸市中央区多聞通３－２－１６ 難波　祐一郎

003743001 （株）難波塗装店 岡山市南区新保６６２－１４ 木村　彰仁

006434001 （株）楠風エナジーシステム 枚方市藤阪中町１１－３０－１０３ 川野　明久

003744001 南部開発（株） 高松市勅使町２９９－２ 杉田　数博

003745001 南府建設（株） 阪南市箱作２３４４ 麻生川　知幸

003746001 （有）南部塗料 伊勢市小木町１２７－６ 福田　明

003747001 南予建設（株） 南宇和郡愛南町蓮乗寺１９３ 岡田　正寿

003749001 新潟通信機（株） 新潟市中央区上所中３－１４－８ 梶山　美佐男

003750001 新舘建設（株） 世田谷区鎌田２－１２－１３ 新舘　智子

006060001 （株）新居伝 板野郡北島町北村字鍋井２－１１ 新居　俊典

005480001 （有）ニオカ建設 淡路市楠本２７６－１ 新阜　克浩

003751001 （株）仁木総合建設 京都市伏見区淀本町２０６－１６ 柴田　峰一

005933001 （株）二幸建設 伊賀市久米町５６３ 谷山　昌義

003752001 （株）ニコス 豊岡市日高町国分寺２４８－１ 柘　幸太朗

006324001 にこにこリフォーム（株） 伊丹市高台３－８ 長石　学

003753001 （株）ニシオカ 倉敷市大島５６０－１２ 西岡　貞則

003754001 西岡建設（株） 加西市三口町１３２－１ 西岡　勝義

003755001 （株）西岡工業 広島市東区馬木三丁目５番１４号 西岡　徳人

003756001 西尾建設工業（株） 大野市平澤領家１２－４１－２ 西尾　正喜

003757001 （株）西尾設備 神戸市西区大津和１－１－１３ 西尾　強

003758001 （株）西尾電設 堺市北区金岡町５３４－２ 西尾　崇

005896001 （株）ニシガーデン 倉敷市二子１３２－３ 仁紫　正照

003759001 （株）西川組 揖保郡太子町東南５６８－４ 西川　義男

003760001 （株）西川測量設計 富田林市向陽台２－１６－３３ 西川　亮

003761001 （株）西技計測コンサルタント 伊予郡砥部町原町７８３ 重永　允

003762001 錦建設（株） 広島市中区国泰寺町２－５－４ 迫谷　浩司

003763001 錦建設工業（株） 長崎市小江原５－８－２２ 前田　大介

003764001 （株）にしけん 明石市大久保町大窪２２０４－３ 西崎　隆司

003765001 （有）にしけん開発企画 明石市大久保町大窪２２０４－３ 平山　良二

003766001 西工業（株） 観音寺市吉岡町５９９ー１ 大西　圭二

003767001 （株）西工務店 岡山市北区平和町４－７ 西　和之

003768001 （株）西崎組 小豆郡土庄町淵崎甲１３３８番地２ 西崎　博史

005948001 （株）西崎工務店 岡山市北区御津宇垣１４１１－４ 西崎　透

003769001 （有）西崎土木 岡山市北区菅野３０３４ 小林　巧

006069001 （株）西三設備 尼崎市南武庫之荘１－２９－１５ 西村　一浩

003770001 （株）虹設計事務所 世田谷区若林１－１－１８ 光益　尚登

003771001 （株）ニシダ 摂津市三島２－１１－４３ 西田　忠雄

003772001 （株）西田組 たつの市誉田町広山６７－２ 西田　勝幸

003773001 西田工業（株） 福知山市字天田小字犬丸１３１－１ 西田　吉宏

003774001 （株）西田興産 大洲市徳森２４８ 西田　弘二

003775001 （株）西田設計 徳島市中昭和町２－２３－２ 山田　学

003776001 西田鉄工（株） 宇土市松山町４５４１ 大渕　憲二

003777001 （株）西田塗装店 大阪市淀川区三津屋中２－１５－３ 西田　克行

005630001 （株）西田土木 丹波市氷上町稲継２９０ 西田　憲明

003778001 （株）ニシテクノ 岡山市南区箕島２９５－２ 西山　強志

003779001 （株）ニシテック 徳島市津田海岸町５－５１ 西原　裕文

006151001 （株）ニシトミ興産 福岡市西区上山門２－１４－７ 福山　忠男

005596001 （株）西中工務店 南あわじ市松帆古津路９２６－１ 西中　充治

003781001 西日本技術開発（株） 福岡市中央区渡辺通１－１－１ 中村　明

003782001 （株）西日本技術コンサルタント 草津市矢橋町字御種子池６４９ 堀川　将治

003783001 （株）西日本グリーンメンテナンス 広島市西区三篠町３－１６－２４ 國貞　伸明

003784001 （株）西日本建技 大阪市中央区内本町２－１－１３ 吉良　忠行

006676001 西日本建技（株） 福岡市博多区博多駅東１－１３－６ 毛利　哲也

003785001 西日本建設（有） 高石市加茂２－３－１８ 田口　宗治

003786001 （有）西日本工業 萩市大字椿東字玉太郎１０４６番地の１０ 斉藤　義治

003787001 西日本興業（株） 薩摩川内市隈之城町１８５６－１ 新添　吉正

003788001 （株）西日本工業 岡山市北区横井上３６－１ 大西　尚登

003789001 （株）西日本光創 福岡市早良区野芥３－２７－７ 藤嶋　久光
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003790001 西日本高速道路エンジニアリング関西（株） 茨木市西駅前町５－２６ 村尾　光弘

003791001 西日本高速道路エンジニアリング九州（株） 福岡市中央区舞鶴１－２－２２ 竹國　一也

003792001 西日本高速道路エンジニアリング四国（株） 高松市花園町３－１－１ 北田　正彦

003793001 西日本高速道路エンジニアリング中国（株） 広島市西区西観音町２－１ 北村　弘和

003794001 西日本高速道路ファシリティーズ（株） 茨木市東中条町１－６ 瀨戸山　聡

003795001 西日本高速道路メンテナンス中国（株） 広島市東区若草町１２－１ 角田　直行

003796001 （株）西日本通商 福岡市早良区四箇６－１１－３９ 藤嶋　貫

003797001 （有）西日本通信サービス 岡山市南区新保６６０－５ 福永　修明

003798001 日本ディックライト（株） 福岡市東区多の津５－１－６ 田中　賢哉

003799001 西日本電気システム（株） 吹田市南吹田１－５－２５ 井上　啓

003800001 西日本電設（株） 松山市山越６－４－２６ 越智　賢悟

003801001 （株）西日本道路興業 高松市十川西町１６６－４ 國方　尊仁

003802001 西日本塗装工業（株） 高松市松福町２－４－４ 磯淵　泰男

003803001 西日本土木（株） 高松市春日町１１５ 伊丹　貴宏

003804001 （株）西日本ファシリティー 福山市東深津町７－１５－２ 中田　朋基

003805001 （有）西日本防水工業 都窪郡早島町前潟１８ 圓見　勝治

003806001 西日本放送サービス（株） 高松市西春日町大畑１７３７－１ 中村　卓朗

003807001 （株）西日本補償コンサルタント 熊本市東区新外３－１－６　柏ビル１Ｆ 田中　幸成

003808001 西日本ロード施設（株） 高松市朝日町５－３－７３ 金子　正

003809001 （株）西野組 鳴門市瀬戸町明神字馬越１２番地１３ 西野　卓朗

003810001 西野建設（株） 阿南市向原町天羽畭１０３－１ 西野　賢太郎

003811001 西野建設工業（株） 大阪市平野区瓜破７－１－５ 西野　順一

006516001 （株）西野工務店 相模原市中央区星が丘４－２－３０ 西野　清一

003812001 西野電機工業（株） 徳島市北田宮２－１４－５２ 西野　彰一

003813001 （株）ニシハラ 福岡市早良区東入部２－３１－２ 西原　義人

003814001 （株）西原衛生工業所 港区芝浦４－２－８ 三村　浩一

003815001 （株）西原環境 港区海岸３－２０－２０ 西原　幸志

003816001 （株）西原組 福岡市西区上山門２－１４－７ 西原　寛昭

005489001 （株）西原ネオ 港区芝浦３－６－１８ 月橋　伸夫

003817001 西浩建設（株） 大阪市平野区瓜破東３－４－２６ 平野　正治

003818001 西松建設（株） 港区虎ノ門１－１７－１ 高瀬　伸利

003819001 ニシム電子工業（株） 福岡市博多区美野島１－２－１ 小野　丈夫

003820001 （株）西村宇工務店 京都市山科区西野今屋敷町４７－１ 西村　勝代

003821001 西村建設（株） 湖南市中央３－１２ 鵜飼　潔

006319001 （株）西村電気工事 加西市北条町西南３７７番地 西村　昌也

003822001 （株）西村風晃園 豊岡市九日市上町８４６－１ 田中　基文

003823001 西本建設（株） 京都市伏見区竹田中川原町４３１ 西本　文彰

003824001 西本建設（株） 芦屋市大原町７－３ 西本　一昭

006043001 西本建装 高知市槙山町 坂元　健一郎

003825001 （株）西本電設 加古郡稲美町国岡２－５－１３ 西本　正義

006055001 （株）西森建設 吾川郡仁淀川町長者乙２１９０ 西森　鶴

003826001 （株）西山組 大阪市東成区大今里西１－１－１３ 西山　仁徳

003827001 西山グリーン（株） 京都市西京区大原野小塩町８４２ 西村　正嗣

003828001 （株）西山産業 三豊市山本町河内３５５９ 西山　春雄

003829001 西山電気（株） 港区白金２－５－１２ 西山　勉

003830001 （株）西山塗装 新居浜市久保田町２－１－３２ 高橋　幸治

003831001 （株）二十一設計 横浜市西区平沼１－３９－３三石ヨコハマビル 桑田　哲司

003832001 （株）二大緑化産業 丸亀市中府町１－６－６２ 有家　修身

003833001 ニタコンサルタント（株） 徳島市川内町鈴江西３８－２ 奈加　博之

003834001 （株）日圧機販 岡山市南区藤田２２１３－２ 渡邉　鉄平

003835001 （株）日栄建設 高松市中野町６－１５ 三日月　善夫

006196001 （株）日永設計 千代田区岩本町２－１－１８ 永島　忠夫

003837001 （株）ニチゾウテック 大阪市大正区鶴町２－１５－２６ 柴田　弘

003838001 （株）日電 今治市町谷甲６８１－１２ 日浅　博之

003839001 （株）日電 荒川区東日暮里６－３７－１２ 黒沢　夏樹

005915001 （株）日動 大阪市東成区神路１－１２－２ＮＤビル４０８号 山下　彬

006285001 （株）日動 東大阪市東鴻池町５－１－７ 岩本　一也

003840001 日道メンテナンス（株） 広島市南区丹那町３－２０ 井手野下　晶

005688001 ニチハツ工業（株） 福岡市南区柳瀬２－１５－８ 武藤　哲也

006563001 日冷工業（株） 西宮市鳴尾町１－１８－１２ 笠井　秀人

003841001 ニチレキ（株） 千代田区九段北４－３－２９ 小幡　学

003842001 （株）ニチワ 神戸市中央区磯辺通２－１－１３ 浅井　一成

003843001 日和エンジニアリング（株） 豊島区南大塚３－１０－１０ 藤枝　一行

003844001 （株）日開調査設計コンサルタント 京都市下京区寺町通松原下る植松町７３３ 小林　大太

003845001 日海通信工業（株） 松江市古志原３－１２－３１ 青木　幹雄

003846001 日化エンジニアリング（株） 大阪市港区波除３－１２－４ 二越　文彦

003847001 日管（株） 浜松市中区池町２２０ー４ 三輪　容次郎

003848001 日機愛媛（株） 松山市空港通４－３－４３ 竹下　明伸

003849001 日起建設（株） 愛西市山路町野方１４９－７ 本多　亘
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002557001 日軽エンジニアリング（株） 江東区亀戸二丁目３５番１３号 青山　茂樹

003850001 （株）ニッケン 海老名市中新田３－１３－３１ 山崎　順二

003851001 （株）日建 守山市立入町４７５－２ 旗手　紘一郎

003852001 （株）日建 岡山市南区新保６６６－７ 佐藤　雅一

005741001 （株）二建 高砂市阿弥陀町阿弥陀１２２０－１－Ｎ２ 二宮　琢也

003853001 （株）日建技術コンサルタント 大阪市中央区谷町６－４－３ 平井　成典

003854001 日研空調（株） 周南市今宿町３－４３ 佐藤　英樹

003855001 （株）日建設計シビル 大阪市中央区高麗橋４－６－２ 岡田　亨嗣

003856001 （株）日建設計総合研究所 千代田区飯田橋２－１８－３ 野原　文男

003857001 日建設備工業（株） 大阪市天王寺区上本町５－１－５ 三井　正雄

006366001 （株）日建テクノス 堺市美原区丹上４６０番地 森本　美文

003858001 （有）ニッケン土木コンサルタント 四万十市楠島１８９３－３ 文野　和典

006472001 （株）日工 嘉麻市泉河内１０６２－３ 大塚　芳尋

003859001 日交安全施設（株） 津山市押入１２１９ 山本　泰生

003860001 日工検サービス（株） 大阪市西区土佐堀３－２－１８ 宗方　秀晴

003861001 日工建設（株） 港区芝４－２－９ 福島　光男

003862001 日光建設工業（株） 西宮市鳴尾町１－７－８ 加島　賢一

003863001 （株）日航コンサルタント 東広島市西条中央１－１７－９ 愛須　友行

003864001 （株）日鋼サッシュ製作所 高松市松並町１０３５ 前田　恭典

003865001 日興通信（株） 世田谷区桜丘１－２－２２ 鈴木　範夫

003866001 日興電気工業（株） 大阪市北区天神西町３ー１８ 大畑　秀樹

003867001 日光電気工事（株） 神戸市東灘区魚崎西町３－５－３１ 末岡　靖彦

003868001 日興電設（株） 高知市薊野中町７－２９－３ 小森　一哉

003869001 （株）日さく さいたま市大宮区桜木町４－１９９－３ 若林　直樹

003870001 （株）日産技術コンサルタント 大阪市中央区大手前１－２－１５ 宮脇　佳史

003871001 日産電機（株） 高知市役知町９－１８ 西口　敬晃

003872001 日産緑化（株） 千代田区内神田３－１６－９ 小林　知久

003873001 （株）日昌 徳島市福島１－８－３０ 幾原　舞央

003874001 （株）ニッショウ 江東区猿江２－８－２ 金子　勝明

003875001 （株）日照技術コンサルタント 宇治市槇島町月夜３－２ 市原　久照

003876001 ニッシン（株） 神戸市東灘区御影本町５－２－１７ 田上　育宏

005645001 （株）ニッシン 堺市北区北長尾町３－４－１ 河村　憲亮

003877001 （株）日進機械 高松市一宮町７４４－１ 常盤　朝一

003878001 （株）日新企画設計 福井市高木中央２－２９０２ 荒川　健治

003879001 日進機工（株） 名古屋市守山区花咲台２ー４０１ 林　伸一

003880001 （株）日新建工 高松市勅使町５０２－１ 三崎　義一

003881001 日新建工（株） 京都市北区紫竹北大門町７２－１ 田村　弘

003882001 日信建設（株） 岸和田市本町４番１号 河村　幸志

003883001 日神建設（株） 仙台市青葉区本町１－１３－２２ 大森　滋

003884001 日新工業（株） 神戸市西区玉津町居住１９８ 橋本　白民

005734001 日信工業（有） 木田郡三木町上高岡２１７６－５ 山田　正

003885001 日新設備（株） 中央区新川２－１２－１９ 菊地　冨士雄

003886001 日新電機（株） 京都市右京区梅津高畝町４７ 松下　芳弘

006589001 日新電通技研（株） 名古屋市中区栄３－２５－１６ 柴山　裕孝

003887001 日進土建（株） 大阪市生野区生野西４－２１－１４ 岡野　三郎

003888001 日進土木（株） 倉敷市茶屋町１４５－１２ 眞野　祥和

003889001 日信防災（株） 千代田区岩本町３－２－４ 矢口　孝仁

005902001 日新舗装（株） 伊賀市下郡３４１－１ 上田　雅俊

003890001 （株）日水コン 新宿区西新宿６－２２－１ 間山　一典

003891001 日誠建設（株） 天理市富堂町３３－１ 中尾　勇人

003892001 日生建設（株） 泉大津市東助松町４－３－２ 田口　眞治

003893001 日世産業（株） 西宮市門前町１１－４ 増永　喜亮

003894001 （株）日誠社 明石市西明石町２－１－１３ 三木　実

003895001 （株）日成地質 岡山市北区大窪１４１ 江見　長武

003896001 （株）日西テクノプラン 松江市東津田町１３２９－１ 田中　賢一

003897001 日生塗工（株） 姫路市広畑区長町１－４９－２ 丸尾　夏子

003898001 日成ビルド工業（株） 金沢市金石北３－１６－１０ 上田　秀樹

003899001 （株）日設 港区芝浦１－２－１ 植草　常雄

006427001 （株）日装 新宿区愛住町２２ 有澤　秀久

003900001 （株）日総建 渋谷区幡ヶ谷１－３４－１４ 濱田　幸一

006216001 （株）ＮＩＳＳＯ 千代田区神田佐久間町１－２５ 後藤　誠司

003901001 ニッソー技研（株） 新居浜市東田２－甲１３１７－３ 宮部　雄一郎

006675001 （株）日測 甲斐市大下条７４８ 志村　孝行

003902001 日測技研（株） 札幌市中央区南十九条西１６－３－１ 及川　雅博

003903001 ニッタン（株） 渋谷区笹塚１－５４－５ 沖　昌徳

003904001 （株）日通総合研究所 港区東新橋１－９－３ 青山　陽一

006274001 日鉄鉱コンサルタント（株） 港区芝４－２－３　ＮＭＦ芝ビル３階 大格　伸一郎

003905001 日鉄住金テクノロジー（株） 千代田区有楽町１－７－１ 岩田　勝吉

003906001 日鉄テックスエンジ（株） 千代田区丸の内２－５－２　三菱ビル 藤野　伸司
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003907001 日鉄防食（株） 江東区大島３－７－１７ 萬ヶ谷　鉄也

003908001 （株）日展 大阪市北区万歳町３－７ 田加井　徹

003909001 日塗（株） 福山市曙町１－１０－１０ 小川　恭史

003910001 日東エンジニアリング（株） 土浦市小松３－２４－１６ 坂本　好郎

003911001 日東化工機（株） 江東区常盤１－１７－１１ 牛込　公彦

005949001 日東環境整備（株） 福島市泉字道下１５番地 占部　純

003912001 （株）日東技術コンサルタント 福岡市南区市崎１－２－８ 松原　良樹

006311001 （株）日東建設 名古屋市中区伊勢山２－１１－３３ 柏木　博喜

003913001 日東工営（株） 新宿区西新宿７－７－３０ 高山　哲夫

005743001 日東産業（株） 福島市泉字道下１５番地 占部　恵太

005872001 日東塗装（株） 川崎市宮前区野川１００２－２ 馬場　和彦

003914001 日東土木（株） 京都市南区吉祥院東砂ノ町７ 星原　英造

003915001 日特建設（株） 中央区東日本橋３－１０－６ 和田　康夫

003916001 ニットクメンテ（株） 北区豊島８－１６－１４ 土井　義彦

003917001 日発技研（株） 松江市灘町１－４３ 細田　高弘

003918001 日飛興産（株） 横浜市金沢区昭和町３１７５ 片岡　直次

003919001 （株）ＮＩＰＰＯ 中央区京橋１－１９－１１ 吉川　芳和

003920001 （株）日豊 川崎市宮前区小台１－８－７ 植田　伸一

003921001 日宝建設工業（株） 大阪市西区江之子島二丁目２番２３号 那須　伸介

003922001 ニッポー設備（株） 国立市富士見台３－３３－２２ 田中　友統

003923001 日鋪建設（株） 世田谷区池尻２－１１－３ 浅見　幸夫

003924001 日本アンテナ（株） 荒川区西尾久７－４９－８ 瀧澤　功一

003925001 日本エンジニアリング（株） 横浜市西区みなとみらい３－６－３ 堀内　博

003927001 （株）日本海洋科学 川崎市幸区堀川町５８０ 赤峯　浩一

003928001 日本カルミック（株） 千代田区九段北１－１４－１６ 高居　隆章

006463001 （株）日本建設 横浜市港北区新横浜２－３－８　ＫＤＸ新横浜ビル３階 田中　美奈子

003929001 日本交通技術（株） 台東区上野７－１１－１ 舘山　勝

003930001 日本コムシス（株） 品川区東五反田２－１７－１ 加賀谷　卓

003931001 日本コンベヤ（株） 千代田区鍛冶町１－７－７ 梶原　浩規

003932001 （株）日本作品研究所 横浜市神奈川区沢渡４５－１ 木戸　清一

006035001 日本ジッコウ（株） 神戸市西区南別府１－１４－６ 佐藤　武司

003933001 日本車輌製造（株） 名古屋市熱田区三本松町１－１ 五十嵐　一弘

003998001 日本信号（株） 千代田区丸の内１－５－１ 塚本　英彦

003934001 日本製紙総合開発（株） 北区堀船１－１－９ 山本　哲哉

003935001 日本通運（株） 港区東新橋１－９－３ 齋藤　充

003936001 日本鉄塔工業（株） 北九州市若松区北浜１－７－１ 有田　陽一

003937001 日本電気（株） 港区芝５－７－１ 森田　隆之

003938001 日本電設工業（株） 台東区池之端１－２－２３ 土屋　忠巳

003939001 日本電通（株） 大阪市港区磯路２－２１－１ 戸谷　典嗣

003940001 日本道路（株） 港区新橋１－６－５ 石井　敏行

003941001 日本ドライケミカル（株） 北区田端６－１－１ 遠山　榮一

003942001 （株）日本ピーエス 敦賀市若泉町３ 有馬　浩史

003943001 日本ビルコン（株） 墨田区立川２－１１－１０ 窪田　勝

003944001 日本フィールド・エンジニアリング（株） 品川区西五反田１－１４－８ 金井　義和

005796001 日本郵便メンテナンス（株） 江東区新木場１－３－３ 浅野　文昭

003945001 日本ライナー（株） 江東区新大橋１－８－１１ 石田　薫

003946001 日本リーテック（株） 千代田区神田錦町１－６ 田邊　昭治

003947001 （有）二宮塗装 高松市木太町２３８５－５ 二宮　知央

003948001 日本アイ・ビー・エム（株） 中央区日本橋箱崎町１９－２１ 山口　明夫

003949001 （株）日本イーテック 岡山市北区今３－６－１５ 小山　徹

000211001 （株）日本インシーク 大阪市中央区南本町３－６－１４ 小林　祐太

003951001 日本インフラマネジメント（株） 岡山市北区田益１３８８－７ 宮原　哲

006700001 日本エクスラン工業（株） 大阪市北区堂島浜２－２－８ 藤本　晋

003953001 日本エレクトロニツクシステムズ（株） 大阪市淀川区西中島５－５－１５ 菊池　俊宏

003954001 日本エレベーター製造（株） 千代田区岩本町１－１０－３ 千足　邦男

003926001 日本オーチス・エレベータ（株） 文京区本駒込２－２８－８　文京グリーンコート　２３階 山上　浩

003955001 日本海工（株） 神戸市中央区伊藤町１１９　大樹生命神戸三宮ビル 山下　聖一郎

003956001 日本海航測（株） 金沢市泉本町２－１５７－１ 黒木　隆史

003957001 （株）日本海コンサルタント 金沢市泉本町２－１２６ 黒木　康生

003958001 （一財）日本開発構想研究所 港区虎ノ門１－１６－４ 戸沼　幸市

003959001 日本海洋コンサルタント（株） 港区芝浦３－７－９ 五月女　洋

003960001 （株）日本海洋サービス 堺市堺区緑町３－１２６－４ 島田　浩樹

003961001 日本海洋調査（株） 静岡市清水区三保１８７１－１７ 宮城島　敏文

003950001 日本環境アメニティ（株） 港区高輪３－５－２３ 一色　伸悟

003962001 日本環境分析センター（株） 摂津市千里丘５－１６－２１ 中元　章博

003963001 （株）日本環境分析センター 名古屋市千種区千種３－２６－６ 栗田　道秋

003964001 （株）日本環境リサーチ 高松市香南町吉光３９－１ 淺井　功

006406001 日本管工業（株） 京都市中京区押小路通烏丸西入る金吹町４６１－２ 奥村　昇三

003965001 日本管財（株） 西宮市六湛寺町９－１６ 福田　慎太郎
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003966001 日本乾溜工業（株） 福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 伊東　幸夫

003967001 日本技研建設（株） 岡山市北区野田２－４－１ 藤沢　純造

003968001 日本技術サービス（株） 神戸市東灘区住吉東町３－１１－２ 内田　浩幸

006693001 （株）日本技術総業 江戸川区北小岩１－１８－２ 瀧本　弘

003969001 日本気象（株） 大阪市中央区城見１－２－２７　クリスタルタワー１７階 鈴木　正徳

003970001 （一財）日本気象協会 豊島区東池袋３－１－１ 春田　謙

003971001 日本基礎技術（株） 大阪市北区天満１‐９‐１４ 中原　巖

003972001 日本機動建設（株） 姫路市広畑区蒲田３－１６０ 吉田　雅彦

003973001 日本橋梁（株） 大阪市西区江戸堀１－９－１ 坂下　清信

003974001 日本空調サービス（株） 名古屋市名東区照が丘２３９－２ 田中　洋二

003975001 日本クレスト（株） 岡山市東区光津１２２７－４ 岡澤　和耶

003976001 日本建設（株） 文京区小石川１－１５－１７ 熊谷　満

003977001 （一社）日本建設機械施工協会 港区芝公園３－５－８　機械振興会館内 金井　道夫

003978001 日本建設技術（株） 唐津市北波多徳須恵１４１７－１ 原　裕

003979001 （一財）日本建設情報総合センター 港区赤坂５－２－２０ 深澤　淳志

006742001 （有）日本建築研究所 流山市鰭ケ崎字宮後１３２１－１クレスト南流山１０６ 古川　敏夫

003980001 日本建築検査機構（株） 名古屋市東区矢田５－８－２９ 八神　八太郎

003981001 日本高圧コンクリート（株） 札幌市中央区北三条西３－１－５４ 小笠原　昌平

003982001 日本工営（株） 千代田区麹町５－４ 新屋　浩明

003983001 （株）日本工業試験所 大阪市福島区鷺洲２－１２－１７ 錦戸　陽介

003984001 （株）日本構造技術研究所 文京区千石４－１４－１０ 則武　邦具

003985001 （株）日本構造橋梁研究所 千代田区岩本町３－８－１５ 前田　晴人

003986001 日本交通興業（株） 富山市今市３２４－１５ 竹　洋平

005597001 （有）日本交通流動リサーチ 名古屋市名東区名東本町１８　星ヶ丘アイリス北棟４０７ 井上　英明

003987001 （一財）日本航路標識協会 千代田区麹町４－５ 深谷　憲一

003988001 （株）日本港湾コンサルタント 品川区西五反田８－３－６ 高橋　浩二

003989001 日本国土開発（株） 港区赤坂４－９－９ 朝倉　健夫

003990001 （株）日本サーモエナー 港区白金台３－２－１０白金台ビル５Ｆ 泉　雅彦

003991001 日本サミコン（株） 新潟市中央区弁天橋通１－８－２３ 渡辺　康夫

003992001 日本システム工業（株） 京都市南区吉祥院池ノ内町８ 小野　昭

003993001 日本ジタン（株） 北九州市小倉北区京町４－１－２４ 末永　康二

003994001 日本自動機工（株） さいたま市浦和区岸町７－１－７ 古屋　久昭

003995001 日本シビックコンサルタント（株） 荒川区西日暮里２－２６－２ 長崎　均

006606001 日本住宅（株） 盛岡市津志田中央１－３－２８ 滝村　照男

003996001 日本住宅パネル工業（同） 文京区本駒込６－１５－７ 瀬良　智機

006079001 日本植生（株） 津山市高尾５７３－１ 柴田　明典

003997001 日本振興（株） 大阪市中央区難波５－１－６０ 伊達　多聞

003999001 日本水工設計（株） 中央区勝どき３－１２－１ 本名　元

005854001 （株）日本ストラーダ 川崎市川崎区四谷上町９－２８ 江口　英一

004000001 （公財）日本生態系協会 豊島区西池袋２－３０－２０ 池谷　奉文

004001001 日本設備工業（株） 千代田区大手町１－７－２ 高山　真人

004002001 日本設備工業（株） 京都市南区西九条菅田町２９ 向井　正明

004003001 （株）日本設備綜合研究所 大阪市北区西天満５－１－９ 西村　好弘

004004001 （株）日本造園緑地交社 姫路市南車崎１－３－３６ 植木　信一

006615001 日本装芸（株） 大田区矢口１－４－１０ 石蔵　陽一

004005001 （株）日本装工 堺市北区百舌鳥梅町３－１５－７ 中葉　昭弘

004006001 （株）日本総合科学 福山市箕島町南丘３９９－４６ 近本　肥于

004007001 （一財）日本総合研究所 港区赤坂４－８－２０ 松岡　斉

004008001 （株）日本総合施設 四日市市川島町６６１２番地の２ 里中　祐介

004009001 日本装路（株） 神戸市西区小山３－８－７ 林　達也

004010001 日本測地設計（株） 新宿区高田馬場３－２３－６ 松崎　明毅

004011001 日本体育施設（株） 中野区東中野３－２０－１０ 奥　裕之

006326001 日本地下水開発（株） 山形市大字松原７７７ 桂木　宣均

006759001 （株）日本地下探査 船橋市本郷町６５８－２ 佐々木　吾郎

006739001 日本調査（株） 板橋区板橋１－４８－１７ 窪田　智光

006477001 日本調理機（株） 大田区東六郷３－１５－８ 齋藤　有史

004012001 日本通信エンジニアリングサービス（株） 新宿区西新宿２－３－３ＫＤＤＩビルアネックス４階 沖田　竜司

004013001 日本テクトス（株） 神戸市兵庫区下沢通７丁目１番２３号 勝矢　善弘

004014001 日本テクニカル・サービス（株） 世田谷区池尻３－１０－３ 米谷　恭児

004015001 日本テクロ（株） 品川区上大崎２－１３－１７目黒東急ビル３階 伊藤　一徳

006148001 （一財）日本デジタル道路地図協会 千代田区平河町１－３－１３ 奥平　聖

004016001 日本電技（株） 墨田区両国２－１０－１４　両国シティコア６Ｆ 島田　良介

004017001 （株）日本電気システム 西宮市弓場町７－３５ 平原　俊治

004018001 日本電業工作（株） 千代田区九段南４－７－１５　ＪＰＲ市ヶ谷ビル 瀬川　純

004019001 日本電算設備（株） 中央区新川一丁目２２番１１号　永代ビル　６階・７階 斎藤　幸二郎

005973001 日本道路保安（株） 奈良市南永井町８８番地 西田　新

004020001 日本土建工業（株） 大阪市東成区神路１丁目１２番２号 池田　勉

004021001 日本都市技術（株） 中央区日本橋浜町３－２１－１ 川口　一志

004022001 日本都市整備（株） 横浜市西区北幸２－８－２９　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄
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004023001 日本都市設計（株） 札幌市中央区南九条西６－１－３７ 武部　幸紀

004024001 日本土地評価システム（株） 名古屋市中区大須４－１１－５０ 足立　陽三

006772001 日本トリート（株） 世田谷区上馬３－７－８ 臼井　淳一郎

004025001 （一社）日本トンネル技術協会 中央区築地２－１１－２６ 谷口　博昭

004026001 （株）日本能率協会総合研究所 港区芝公園３－１－２２ 譲原　正昭

004027001 日本ノーディッグテクノロジー（株） 品川区南大井６－２０－１４　イーストスクエア大森５階 藤井　重樹

004028001 （株）日本パーカーライジング広島工場 広島市中区大手町２－８－４ 中山　文宣

004029001 （株）日本パーツセンター 金沢市湊３－１２－３ 中田　誠一郎

004030001 日本ハイウエイ・サービス（株） 新宿区西新宿６－６－３ 舟久保　公雄

004031001 （株）日本ビルテクノス 文京区根津１－４－６　ＳＢビル３階 迫野　翼

004032001 日本ファイリング（株） 千代田区神田駿河台３－２ 田嶋　譲太郎

004033001 日本ファシリオ（株） 港区北青山２－１２－２８青山ビル 川口　正廣

003388001 日本ファブテック（株） 取手市下高井１０２０ 野上　勇

004034001 日本吹付工業（有） 高松市松島町３－１１－２３ 笠井　勇身

004035001 日本物理探鑛（株） 大田区中馬込２－２－１２ 石田　定

004036001 （株）日本不動産鑑定パートナーズ 千代田区神田錦町２－７ 渡辺　昌宏

004037001 （一財）日本不動産研究所 港区虎ノ門１－３－１ 日原　洋文

006369001 （株）日本防災技術センター 札幌市北区北１０条西４丁目１番地 指川　司

005869001 日本防災工業（株） 鹿児島市甲突町１１－２７ 黒木　秀文

004038001 日本防蝕工業（株） 大田区南蒲田１－２１－１２ 岩崎　順三

006294001 日本防水工業（株） 姫路市安田４－４１－９ 尾崎　達也

004039001 日本補償設計（株） 墨田区錦糸１－２－１　アルカセントラル１２階 尾碕　圭一

004040001 （株）日本補償総合研究所 新宿区高田馬場１－２８－１０ 坪田　英美

004041001 日本ミクニヤ（株） 川崎市高津区溝口３－２５－１０ 田中　秀宜

004042001 （一財）日本みち研究所 江東区木場２－１５－１２ＭＡビル 石田　東生

004043001 日本無線（株） 中野区中野４－１０－１ 小洗　健

004044001 日本メックス（株） 中央区新富二丁目１４番４号　住友新富ビル 臼井　賢

004045001 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 大阪市北区同心一丁目７番１４号 田伏　重成

004046001 日本ユニシス（株） 江東区豊洲１－１－１ 平岡　昭良

004047001 （株）日本ライン 岡山市南区新福２－３－１０６ 森田　栄治

004048001 日本理化工業（株） 名古屋市千種区千種３－２０－２０ 有松　浩二

004049001 日本緑化（株） 今治市新谷甲７１３番地１ 正岡　清正

004050001 （一財）日本緑化センター 新宿区市谷砂土原町１－２－２９ 矢嶋　進

004051001 日本緑研（株） 久米郡美咲町打穴中１０２５－２ 貝阿彌　智也

004052001 日本ロードテック（株） 広島市西区南観音７－１－２９ 黒谷　雅樹

004053001 日本ロード・メンテナンス（株） 神戸市東灘区青木５－１－８ 亀田　慎司

005817001 日本ロード・メンテナンス（株） 港区芝浦４－１７－４ 亀田　丈司

004054001 （株）ニュー技術 広島市佐伯区城山１－１－３ 高橋　茂樹

004055001 （株）ニュージェック 大阪市北区本庄東２－３－２０ 吉津　洋一

004056001 （株）ニューズ環境設計 神戸市兵庫区水木通２－２－２２ 福島　昭則

004057001 （株）ニューテック 尼崎市道意町４－４６ 山中　俊介

004058001 （株）ニューテック康和 北区東田端２－１－３ 佐藤　幸一

004059001 （株）丹羽工業所 大阪市旭区高殿６－２－２０ 丹羽　秀一

004060001 （株）ニンテック 関市日之出町１－１０ 西村　昌一

006373001 （株）布引 神戸市中央区楠町１－１１－７ 村上　義文

006646001 （株）沼建 岡山市南区西紅陽台２－５８－５６４ 石井　誠彦

004061001 沼田建設（株） 広島市安佐北区可部３－３－３０ 沼田　聖

004062001 沼田建設工業（株） 神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４ 沼田　武夫

004063001 ネオ化工（株） 文京区小石川２－１７－２８ 町田　裕介

004064001 （株）ＮＥＯ　ＤＡＩＳＥＩ 神戸市中央区栄町通２－４－１４　日栄ビル４階 平井　良治

004065001 ネオ・ルーフィング（株） 大阪市東淀川区大桐１－８－５ 下村　徹

004430001 ＮＥＸＣＯ西日本イノベーションズ（株） 大阪市淀川区東三国５－５－２８ 矢野　寛

004066001 ＮＥＸＣＯ西日本コンサルタンツ（株） 広島市東区二葉の里３－５－７ 福永　靖雄

004067001 （株）ネクスト 大阪市北区万歳町３－３９－１００７ 中瀬　清之

004068001 （株）ネクスト 岡山市東区西大寺中野２０－３ 藤本　泰史

004069001 （株）ネクストワン 松山市高井町６－３０ 重見　勇記

004070001 （株）ネスコム 吹田市広芝町１５番３０号 上野　修嗣

004071001 （株）ネット 八尾市竹渕西３－５４ 橋本　相輝

004072001 （株）ネットアイシー 福井市問屋町２－９ 宮川　孝則

004073001 （株）ネットアルファ 千代田区飯田橋２－１３－７ 竹下　剛

006431001 （株）ネットシステム 神戸市中央区二宮町２－６－１５　第２豊田ビル２０２ 山場　努

004074001 ネットチャート（株） 横浜市港北区新横浜２－１５－１０　ＹＳ新横浜ビル８階 楠本　和弘

005755001 ネットワーク（株） 浜松市東区篠ヶ瀬町５５４－４ 黒田　英己

004075001 ネットワンシステムズ（株） 千代田区丸の内２－７－２ＪＰタワー 竹下　隆史

004076001 ネポン（株） 渋谷区渋谷１－４－２ 福田　晴久

004077001 （株）根本英建築設計事務所 土浦市湖北１－７－９ 根本　裕子

004078001 （株）ノア技術コンサルタント 桜井市大字川合２７２－４ 笹畑　憲治

004079001 （株）乃一 名古屋市昭和区円上町１－１ 乃一　剛英

004080001 ノヴィルパブリックワークス（株） 阿南市津乃峰町新浜７２－１５ 久岡　征司
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000134001 ノヴィルランドフォーミング（株） 徳島市末広二丁目１番２４－１号 浅石　雅信

004081001 能美防災（株） 千代田区九段南４－７－３ 伊藤　龍典

004082001 （株）ノエマエンジニアリング 板橋区双葉町３５－１２ 黒木　修

004083001 （株）ノースプラン 札幌市東区北丘珠２条３丁目２番３０号 平田　勝二郎

004084001 野方菱光（株） 福岡市西区飯盛４２５－１ 林　宗一

004085001 （株）ノガミ 新潟市江南区曽川甲５２７番地３ 野上　清隆

004086001 野上技研工業（株） 札幌市東区北３４条東１５－１－２２ 野上　浩司

004087001 野上建設（株） 高松市塩上町２－１８－１８ 野上　大介

004088001 （有）ノガミ電通 宇部市昭和町３－３－１１ 野上　英治

004089001 （株）野崎組 高松市香川町大野１０９５－４ 野崎　康晴

004090001 野崎造園土木（株） 神戸市西区南別府５－２３４－２ 野崎　眞悟

004091001 （株）野崎電気工業 神戸市中央区京町８３三宮センチュリービル１１階 野崎　浩伸

004092001 野里電気工業（株） 大阪市西淀川区柏里２－４－１ 藤川　雅浩

004093001 （株）ノザワ 神戸市中央区浪花町１５ 野澤　俊也

004094001 能代電設工業（株） 能代市浜通町１－４５ 山田　倫

004095001 （株）ノセヨ 彦根市地蔵町１１２－１ 野瀬　昌代

004096001 （株）野田建築設計事務所 東近江市中野町８００－１ 野田　芳朗

004097001 野中電器産業（株） 文京区本郷１－１０－１３ 野中　俊秀

004098001 （株）ノバック 姫路市北条１－９２ 立花　充

004099001 （株）野原電建 揖斐郡池田町八幡９６９－１ 野原　治彦

006631001 （株）のびる 高知市葛島４－１０－１０ 公文　将博

004100001 信江工業（株） 倉敷市中島２１５１ー１ 信江　善友

004101001 （株）野間工務店 今治市東門町２－２－２ 檜垣　圭之介

004102001 （株）ノム 相模原市緑区橋本４－８－１９ 大河内　保彦

004103001 （株）ノム建築設計室 京都市右京区梅津高畝町５２－１ 三輪　勝孝

004104001 （株）乃村工藝社 港区台場２－３－４ 榎本　修次

004105001 （株）野村総合研究所 千代田区大手町１－９－２ 此本　臣吾

006315001 （有）野村電設 出水市高尾野町下高尾野１７２３－２ 野村　利昭

006695001 （有）野村正人建築研究所 高松市林町３８５－１５ 野村　正人

004106001 （株）ノリコー淞南ダイア 松江市東出雲町意宇南２－５－２ 高橋　修一

005411001 法月建設（株） 品川区二葉４－１７－１０ 法月　嗣朗

004107001 （株）乗松工務店 浜松市北区豊岡町２３０－２ 疋田　裕次郎

004108001 （株）則安ジオテクノ 山口市朝田２２２５－３ 則安　達成

006172001 ＨＡＲＶＥＹ（株） 名古屋市千種区青柳町５－６ 平林　貴

005636001 （株）ハーテック 大阪市西区本田１－３－２３ 奥村　隆司

006206001 （株）パートナーズ 豊橋市三ノ輪町字本興寺４１－１ 鹿間　靖博

004109001 ハイウエイ開発（株） 千代田区有楽町１－１０－１ 寺嶋　善一

004110001 ハイウェイ・トール・システム（株） 中央区日本橋大伝馬町１４－１　住友生命日本橋大伝馬町ビル５Ｆ 村山　和夫

004111001 （株）ハイエレコン 広島市西区草津新町１－２１－３５　広島ミクシスビル　５Ｆ 上田　康博

004112001 （株）バイオテックス 佐賀市久保田大字徳万１８５３番地３ 原田　烈

004113001 （株）灰垣組 尾道市栗原町８２３４ 灰垣　浩二

004114001 ハイテック（株） 大阪市淀川区宮原２－１３－１２ 小宮　国盛

004115001 （有）パインテック 岡山市東区広谷４３４－４４ 松岡　ひずる

004116001 （株）バウエンジニアリング 大阪市中央区北浜東４－３３ 佐々木　研

004117001 （株）ハウジング総合コンサルタント 高知市南久保１６－１７ 福家　正義

005801001 （株）ハウジングトップ 大分市大字丹生９３０－９ 小坂　哲也

006350001 （株）バウハウス丸栄 羽島郡岐南町上印食五丁目８２番地 三ヶ尻　大介

004118001 （株）葉隠緑化建設 佐賀市嘉瀬町扇町２６１７－７ 久保　和則

004119001 博多装工（株） 福岡市博多区東比恵３－２４－３７ 原田　兼光

004120001 萩野塗装（株） 金沢市松島３－２６ 萩野　充弘

004121001 （株）ハクスイ工業 岡山市南区新保１３１８－２ 水洗　千枝子

004122001 （株）博展 中央区築地１－１３－１４ 田口　徳久

006313001 （株）博電舎 大阪市福島区海老江８－９－９ 谷井　一博

004123001 白陽化学工業（株） 西宮市羽衣町７－３１－１１０５ 乙武　悦朗

004124001 （株）白洋建設 和歌山市築港１－２ 山本　茂生

006000001 （株）白鷺電設 姫路市飾磨区英賀東町１－５８ 井上　裕一

004125001 函館どつく（株） 函館市弁天町２０－３ 関川　義紀

004126001 箱根植木（株） 杉並区上高井戸３－５－１５ 和田　新也

004127001 （株）パシオン 枚方市東田宮１丁目１番１１号 源本　将人

004128001 パシコン技術管理（株） 品川区西五反田１－３１－１ 上野　次男

004129001 橋詰建設（株） 洲本市五色町都志５４３ 橋詰　久永

004130001 （株）橋詰電気工業所 大阪市鶴見区今津北４－１１－２３ 橋詰　源治

004131001 パシフィックコンサルタンツ（株） 千代田区神田錦町３－２２ 重永　智之

004132001 （株）橋本建設 堺市西区浜寺船尾町西５－６ 橋本　紀和

004133001 橋本建設（株） 豊中市上野西１－１２－２６ 新井　正和

004134001 橋本建設（株） 神戸市兵庫区大開通７－１－２１ 橋本　和典

004135001 橋元建設（株） 京都市右京区梅津前田町５８番地１ 阿知波　大祐

004136001 （株）橋本設備工業所 吹田市豊津町１９－１６ 橋本　豊

004137001 （株）橋本電気工業所 岡山市北区青江１－１３－５５ 妹尾　淳
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004138001 橋本防蝕（株） 北九州市若松区大字安瀬６４－１０７ 橋本　重信

004139001 橋本防水工業（有） 福田町福田２７４１番地 橋本　忍

004140001 （有）蓮井興業 高松市前田東町４４－５ 蓮井　大作

004141001 （株）パスコ 目黒区下目黒１－７－１ 島村　秀樹

004142001 （株）長谷園 南あわじ市榎列大榎列９３９ 長谷　竜治

005124001 （株）ハセガワ 多可郡多可町中区安坂３４番地３ 長谷川　賢一

006464001 （株）ハセガワ 江東区森下１－９－９　熊谷ビル　１階 埴生　誠

004143001 長谷川建設（株） 多可郡多可町中区安坂３４－３ 長谷川　賢一

005644001 （株）長谷川建設 寝屋川市池田新町１１－５ 長谷川　慎哉

006762001 長谷川順持建築デザインオフィス（株） 中央区新川２－１９－８　ＳＨＩＮＫＡ１１階 長谷川　順持

004144001 長谷川体育施設（株） 世田谷区太子堂１－４－２１ 佐藤　辰夫

004145001 （株）長谷川電気工事 徳島市佐古一番町１８－１ 長谷川　忠幸

004146001 （株）長谷川冷機 和歌山市西河岸町４７ 赤井　雅哉

004147001 （株）長谷工リフォーム 港区芝２－６－１ 河合　英樹

004148001 （株）圃山建設 鳴門市大麻町桧字野神ノ北５６－３ 圃山　弘美

004149001 （株）ハダ工芸社 福岡市中央区草香江２－２－２０ 波田　英次

004150001 ハタナカ建築事務所 明石市相生町２－９－７フラットフィールドビル５０１号 畑中　信彦

004151001 畑山塗装（株） 京都市東山区大仏南門通大和大路東入ル２‐新瓦町東組６３０ 畑山　俊治

004152001 （有）八万造園土木 徳島市八万町下長谷２１４番地 高瀬　英二

004153001 （株）蜂谷開発 岡山市北区平野５９５－１ 蜂谷　学

004154001 蜂谷工業（株） 岡山市北区鹿田町１－３－１６ 蜂谷　泰祐

004155001 （株）八洋コンサルタント 千代田区神田須田町１－７－８ 遠藤　裕悦

004156001 （株）バックス 吹田市山田西１－３６－１－２０２Ａ 玉井　隆介

006481001 （株）八景 大阪市中央区農人橋１－１－２９－１６０８ 堀内　大樹

004157001 （株）八光 真庭市西原３１－８ 大烏　広次

006637001 （株）八康 大阪市天王寺区松ヶ鼻町１１ー２　４階 豊田　晃造

004158001 八紘建設（株） 西宮市下大市西町１６－１８ 中川　正吾

004159001 （株）八紘設計コンサルタント 南宇和郡愛南町御荘平城３８０４－２ 清水　良彦

004160001 （株）八州 江東区木場５－８－４０ 武部　泰三

004161001 （株）八神 大阪市旭区大宮１丁目２１番１２号 内田　健太郎

004162001 八田建設（株） 高島市勝野２０２－３ 八田　庄平

004163001 （有）服部建設工業 福山市駅家町大字近田１０６番地１ 松本　仁志

004164001 服部塗装商事（株） 世田谷区成城２－３３－１３ 服部　光司

004165001 （株）はとコンサルタント 周南市梅園町２－３１ 戸倉　茂雄

005637001 （株）パドス 松山市土居田町５７５－３ 伊賀上　竜也

006433001 （株）はなくま電工 神戸市中央区花隈町１４－１０ 田中　早千乃

004166001 （株）葉名組 尾道市天満町１６－１ 葉名　範秀

004167001 花佐造園（株） 葛城市北花内１１４番地 中島　和子

004168001 （株）花島建設 岡山市東区中川町３０５－７ 花島　功一

004170001 パナソニックＥＳネットワークス（株） 港区東新橋２－１２－７ 村瀬　耕太郎

004169001 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 大阪市中央区城見２－１－６１ 藤井　和夫

004171001 パナソニック環境エンジニアリング（株） 吹田市垂水町３－２８－３３ 代　正一

004172001 パナソニック産機システムズ（株） 墨田区押上１－１－２　東京スカイツリーイーストタワービル　２２階 稲継　哲章

004173001 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 中央区銀座８－２１－１　汐留浜離宮ビル 片倉　達夫

006005001 パナソニック防災システムズ（株） 港区虎ノ門３－４－７ 遠藤　徹

004174001 花豊造園（株） 京都市下京区大宮通五条下る二丁目堀之上町５１８番地 山田　拓広

004175001 （株）花村コンサルタント 宇治市小倉町南浦９－８ 花村　浩司

004176001 （有）浜造園土木 徳島市八万町上福万１－６ 浜　光男

004177001 （株）ハマダ 姫路市網干区新在家１２６１－１２ 帽田　泰輔

004178001 （株）浜田組 熊毛郡上関町大字長島４８４５－１２ 兼本　吾郎

004179001 （株）濱田組 綾歌郡宇多津町２６１４－７ 濱田　秀基

005873001 濱田工業（株） 津市高茶屋六丁目１１―７５ロイヤルガーデンＤ１０３ 濱田　幹太

004180001 （株）濱田水道工業 高知市南ノ丸町５－７ 濱田　啓志

006244001 （株）濱田水道工務店 香南市野市町下井１３５０－７ 濱田　博教

004181001 浜田電気工事（株） 浜田市殿町５１－２２ 中芝　繁夫

004182001 （株）浜田塗装 徳島市住吉１－８－７ 浜田　太介

004183001 （株）浜地塗装工業 北九州市八幡東区荒生田１－６－１７ 浜地　英伸

004184001 （株）はまはら 尾道市新浜１－３－４ 末長　秀一

004185001 （株）濱本組 田辺市中万呂８６３ 濱本　真彰

004186001 （株）浜脇工業 大阪市旭区森小路２丁目１番２５号 濱脇　健志

004187001 （株）林設計事務所 大阪市北区天神橋４－７－１３ 浦田　佳宏

004188001 （株）林造園建設工業 京都市西京区大原野小塩町２０３ 林　吾一

004189001 林測量技術コンサルタント（株） 茨木市五十鈴町５－３５ 林　龍生

004190001 林塗装（株） 大阪市平野区喜連西１－１１－３６ 林　光一郎

004191001 林宗土木（株） 福岡市西区羽根戸４１１－４－１ 山田　芳彦

004192001 早水電機工業（株） 神戸市長田区海運町２－５－１１ 藤井　純一

004193001 （株）ハラダ 倉敷市宮前３８０－１ 原田　一行

004194001 原田建設（株） 洲本市五色町都志１７３－１ 原田　和明

004195001 （株）原田鑿井設備工業所 大和郡山市筒井町９３３－１ 原田　芳朗

76 



　　 業者番号
（電子入札システム
利用者登録用業者番号）

商号又は名称 住所（本社所在地） 代表者名

004196001 （株）原田測量設計 明石市魚住町西岡３７０－１２ 原田　和摩

004197001 原田塗装工業（株） 大阪市旭区大宮２－２２－５ 原田　弘二郎

004198001 原田洋幸土地家屋調査士事務所 広島市中区上幟町２－３６－２０１ 原田　洋幸

004199001 （株）針生承一建築研究所 仙台市青葉区上杉１－１０－２５－５０１ 針生　承一

004200001 ハリマ産業エコテック（株） 姫路市網干区浜田１２２３－１０ 梶原　成郎

004201001 （株）播磨設計コンサルタント 加古川市野口町良野１５８０ 藤本　睦之

004202001 播磨土建工業（株） 赤穂郡上郡町上郡３７０ 江見　治

004203001 張山電氣（株） 弘前市大字徳田町３０－１ 張山　久次

004204001 （株）ＰＡＬ構造 長崎市旭町８－２０ 久松　好己

004205001 （株）パルコスペースシステムズ 渋谷区神泉町８－１６ 因泥　孝和

004206001 （株）春田建設 出水市荘１７４１－１ 春田　勝俊

004207001 春名建設（株） 神戸市垂水区舞子坂３－１７－２ 芝本　和彦

006721001 晴れる屋（合） 福岡市東区原田１－２０－８－１０１ 山中　好雄

004208001 （株）バロックワークス 大阪市住吉区長居西３－３－７ 松野　正興

005585001 （株）パワーケーブル 岡山市南区箕島２５７３－１ 神原　隆弘

004209001 阪急設計コンサルタント（株） 大阪市北区芝田１－４－８ 上田　正人

004210001 播州電業（株） 姫路市西夢前台３－２６ 宗接　和人

004212001 阪神園芸（株） 西宮市甲子園浦風町１６－２４ 久保田　晃司

004213001 （株）阪神開発 西宮市甲子園口１－２－１１－１０２ 広川　静子

004214001 阪神ケーブルエンジニアリング（株） 西宮市上鳴尾町２７－１１ 藤井　啓詳

004215001 （株）ハンシン建設 大阪市西淀川区佃２－１０－５ 前田　恭司

004216001 阪神高速技研（株） 大阪市北区中之島３－３－２３　中之島ダイビル２３階 川北　司郎

004217001 阪神高速技術（株） 大阪市西区西本町１－４－１ 立石　泰三

004218001 （株）阪神コンサルタンツ 奈良市大宮町２－４－２５ 田中　竹延

004219001 阪神施設工業（株） 大阪市港区夕凪２－１８－４　西森ビル５０１号 美馬　浩昭

006184001 阪神施設調査（株） 大阪市西区阿波座１－６－１３ 有村　修

004220001 阪神装路（株） 大阪市西成区鶴見橋１－７－６ 鳥山　政博

004221001 阪神測建（株） 神戸市中央区楠町６－３－１１ 四方　克明

004222001 阪神道路開発（株） 神戸市兵庫区大開通６－３－１３ 田村　宏樹

004223001 阪神ユニテック（株） 大阪市東住吉区西今川１丁目１番２１号 向井　伸幸

004224001 （株）バンス 姫路市城北本町７－８ 甘中　明美

004225001 幡西道路建設（株） 宿毛市高砂４－２５ 西岡　征記

004226001 （株）万代電気工業 さいたま市桜区中島２－２２－１ 三角　喜久治

004227001 （有）半田植物園 高松市鬼無町鬼無４４２－２ 半田　茂富

004228001 （株）阪電工 大阪市北区芝田２－１－１８ 徳田　啓司

004229001 坂東産業（株） 吉野川市鴨島町内原２９４－２ 坂東　浩之

004230001 （株）板東庭園 徳島市川内町榎瀬４８８－５ 板東　健二

004231001 バンドウリメーク（株） 徳島市入田町月ノ宮７４番地２ 板東　昭

004232001 バンドーレテック（株） 高松市鶴市町１ 板東　仁成

004233001 阪南エンジニヤリング（株） 貝塚市二色２－６－１－５１０ 池尻　豊子

005998001 （株）阪南工務店 泉南郡熊取町小垣内２－８４１－４ 植囿　清美

005621001 阪南土建（株） 泉南市幡代１－３２－１０ 植囿　幸治

004234001 （株）ハンワ 尼崎市東難波町５－７－５ 林　正幸

004235001 （有）ハンワ 堺市中区八田西町２－１８－５１丸十ビル３０２ 久堀　信也

004236001 （株）阪和建設コンサルタント 田辺市下三栖１７４６－４１ 庵戸　貢献

004237001 （株）日淺 今治市立花町２－３－９ 日浅　則仁

006398001 （株）ＢＲＣ 松山市西石井６－５－１８－１ 橋本　和範

006732001 （株）ピーアール・ネットワーク 福岡市西区今宿駅前１－１５－１８ 浜洲　明裕

005864001 （株）ビィーティーエス 岡山市南区芳泉１－８－６ 岳野　剛

004238001 （株）ピーエーシー 台東区浅草橋４－２－２ 武井　一義

004239001 （株）ピーエス三菱 中央区晴海２－５－２４ 森　拓也

004240001 （株）ピーエムコンサルタント 大阪市中央区本町１－７－７　ＷＡＫＩＴＡ堺筋本町ビル４階 山下　郁美

004241001 （株）ＢＫＣ 守山市洲本町２４００番地２ 尾谷　光

004242001 ピーシー技研（株） さいたま市南区南浦和２－４０－２ 佐藤　紀夫

004243001 （株）ピーシーテレコム さいたま市中央区八王子２－２－１６ 小川　幸夫

004244001 ＰＥＡＣＥ（株） 敦賀市山４６号１番２ 鴛田　松枝

004245001 （株）ビートープ 富山市清水中町５－１ 田村　直久

004246001 ビーフリー（株） 倉吉市中江３２７－１ 永田　正一

000515001 ＢＥＭＡＣ（株） 今治市野間甲１０５ 小田　雅人

004247001 ビーム計画設計（株） 岐阜市加納栄町通７－３０ 久保　正美

005624001 （有）ビームスコンストラクション 神戸市長田区苅藻島町３－９－１８ 島田　鉄也

004248001 （株）ヒエイ 呉市中通３－１－３１－６０１ 高見　正之

004249001 （株）稗田工務店 西牟婁郡白浜町３７７７－７ 稗田　敦

004250001 日置産業（株） 明石市大久保町江井島８９５－１ 日置　大之

004251001 東角建設（株） 坂井市丸岡町一本田福所２２－２４－３ 東角　操

004252001 （株）東口工務店 大阪市東成区神路１丁目１２番２号ＮＤビル４０２号 美濃　耕之助

004253001 （株）東建設研究所 町田市森野６－３７９－３１ 小内　浩平

004254001 東灘電気工事（株） 神戸市東灘区北青木２－１－３６ 川崎　太朗

004255001 （株）東日本エンジニアリング 福島市南中央３－１３－３ 阿部　忠宏
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004256001 （株）東日本計画 仙台市太白区長町３－８－７ 嶋貫　美根子

004257001 東日本コンクリート（株） 仙台市青葉区一番町２－２ー１３仙建ビル５階 山縣　修

004258001 東日本総合計画（株） さいたま市大宮区桜木町１－１１－５ 樋口　智彦

004259001 東根水道工業所 淡路市岩屋１１２６ 西濱　克己

004260001 （株）東本建設 赤磐市日古木５９０ 東本　征義

004261001 東山管理センター（株） 京都市山科区西野山欠ノ上町６０－１ 山本　孝司

004262001 （株）ヒカリ 丸亀市田村町１２３８ 池田　孝道

005664001 （株）光 名古屋市港区砂美町１６５番地 伊藤　博行

004263001 （有）光エンテックス 徳島市応神町東貞方字西川淵８７－２ 中川　幸彦

004264001 （有）ひかり化成 堺市中区深阪２－３－６０ 中村　喜文

004265001 ヒカリ建設（株） 広島市西区南観音８－７－３ 金光　徹

004266001 （株）光建設 養父市十二所５５１－２ 新改　あおい

004267001 光工業（株） 京都市伏見区竹田中島町５ 喜多川　光世

004268001 光工業（株） 観音寺市三本松町１－４－２８ 朝倉　一郎

006137001 ひかりコンサルタント（株） 光市虹ケ丘１－１６－１３ 西本　聡士

004269001 光設計（株） 徳島市川内町平石住吉１８９－２ 大櫛　博之

005798001 樋口基礎（有） 大東市新田北町１－１９ 樋口　勝治

005685001 樋口造園（株） 京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町７７ 樋口　隆三

004270001 （株）ビクトン工業 泉大津市北豊中町１－３－１ 松田　和能

006604001 （株）美建 大阪市生野区生野東１－４－７ 平田　昇

004271001 （株）ビケンテクノ 吹田市南金田２－１２－１ 梶山　龍誠

004272001 （株）微研テクノス 佐世保市白岳町１６６－１ 河口　基興

004273001 （株）美建ビルサービス 倉敷市中庄２２４８－４ 小林　建雄

005681001 美工社 寝屋川市太秦中町４－１０ 田仲　寛

004274001 （株）肥後測量設計 平戸市木引田町４６８ 肥後　斉

004275001 彦根鑿泉（株） 彦根市森堂町１４７番地 角谷　隆幸

004276001 ヒサキ工業（有） 丸亀市綾歌町岡田上２０９３－５ 久保　嘉輝

006026001 （株）ひさ野 大阪市旭区大宮４－１５－１２ 久野　広一

004277001 （株）久本組 大阪市住吉区我孫子５－５－２５ 川口　直昭

004278001 （株）菱川グリーン 真庭市開田１７２－３ 菱川　清

005760001 菱田建設（株） 松原市岡５－９－２２ 寺地　悦子

005579001 （株）備繕 大阪市東淀川区大桐１－１３－１１ 石橋　圭司

004279001 備前特機工業（株） 岡山市北区平野１１２－３ 牧野　正敏

005631001 （株）日立インダストリアルプロダクツ 千代田区外神田１－５－１ 小林　圭三

005833001 日立グローバルライフソリューションズ（株） 港区西新橋２－１５－１２ 谷口　潤

004281001 日立建設（株） 宇部市大字妻崎開作７２０ 田上　實

004282001 （株）日立建設設計 千代田区内神田３－１１－７ 橘　滋夫

004283001 （株）日立コーポレーション 練馬区向山４－３５－２１ 立花　孝之

004284001 （株）日立国際電気 港区西新橋２－１５－１２ 佐久間　嘉一郎

004286001 （株）日立産機システム 千代田区外神田１－５－１ 竹内　康浩

004287001 （株）日立システムズネットワークス 品川区大崎１－２－２ 新村　篤

004288001 （株）日立製作所 千代田区丸の内１－６－６ 東原　敏昭

004289001 日立造船（株） 大阪市住之江区南港北１－７－８９ 三野　禎男

004291001 （株）日立ビルシステム 千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 光冨　眞哉

006297001 （株）日立プラントコンストラクション 豊島区東池袋３－１－３ 稲田　康徳

004292001 （株）日立プラントサービス 豊島区東池袋３－１－１ 岡野　邦彦

005900001 （株）ヒタヤ 朝倉郡東峰村大字小石原９６２番地の５ 柳瀬　謙二

005467001 櫃石産業（株） 坂出市番の州町１０ 石田　秀樹

004293001 （株）ビック 吹田市岸部中１‐２４‐１ 久須美　貴史

004294001 ビッグ測量設計（株） 台東区東上野１－２６－８ 村田　豊世

004295001 備中興業（有） 倉敷市浜町１－３－７ 井上　達夫

006391001 （株）備中屋本店 米子市東福原３－９－９ 上森　英史

004296001 尾藤建設（株） 四国中央市川之江町２２５０ 尾藤　淳一

004297001 （株）樋戸野建設 洲本市池内２２－１ 上原　精農

006473001 人の森（株） 海老名市中新田１７６２ 加藤　政徳

004298001 日野建設興業（株） 姫路市西脇８５１ 首藤　昭夫

004299001 （株）日ノ田組 丹波市氷上町上成松１５６－１ 嶋邨　勝美

004300001 ヒノデグリーン（株） 大阪市中央区島之内１－１－１４ 細川　和英

004301001 日之出塗装工業（株） 岸和田市八阪町１－５－４３ 草刈　健太郎

006405001 ヒノマル（株） 熊本市中央区九品寺５－７－２９ 安武　広信

004302001 日の丸塗装（株） 大阪市大正区小林西１－７－１８ 遠藤　宏

004303001 （株）ヒビ 養老郡養老町直江６１３－１ 日比　英輝

004304001 ヒビノ（株） 港区港南３－５－１４ 日比野　晃久

002180001 ヒビノスペーステック（株） 港区海岸２－７－７０ 小林　瑞夫

004305001 （株）日比野塗装店 名古屋市熱田区日比野町５６―２ 伊佐治　哲夫

004306001 （株）日比谷アメニス 港区三田４－７－２７ 伊藤　幸男

004307001 日比谷総合設備（株） 港区三田三丁目５番２７号　住友不動産三田ビル西館１３階 黒田　長裕

006368001 （株）備北産業 高梁市川端町５３ 宮本　祥典

004308001 ひまわり塗装（株） 神戸市兵庫区荒田町２－１５－１７ 藤之原　和郎
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004309001 姫路ジーエス電池販売（株） 姫路市市川橋通１－３１－２ 堀口　靖晃

004310001 （株）姫野組 徳島市佐古八番町５－７ 松本　哲

004311001 （株）ビュー設計 徳島市川内町平石古田２６１ 田中　啓司

004312001 ヒューネット（株） 神戸市灘区篠原中町２－２－１５ 勝田　亮

005642001 （株）ヒューマン 倉敷市福田町古新田１０８０－３ 榊原　聡子

006566001 （株）ヒューマン 明石市二見町西二見１５７－１３６ 時枝　啓太

004313001 ヒューマントップ（株） 丹波市山南町池谷１１１－８ 前田　いづみ

006356001 （株）兵建 伊丹市安堂寺町６－３９６ 徐　幸一

006306001 兵岡建設（株） 佐用郡佐用町本位田甲２６２－１ 坂野　美子

004314001 （株）ヒョウ工務店 神戸市北区有野町有野８１３－２ 瓢　裕一郎

004315001 兵庫奥栄建設（株） 神戸市灘区岩屋中町１－４－１９ 米田　憲二

004316001 （公財）ひょうご環境創造協会 神戸市須磨区行平町３－１－１８ 秋山　和裕

004317001 （株）兵庫コンサルタント 洲本市中川原町中川原１３４６－１ 北岡　義弘

004318001 （有）兵庫設備サービス 明石市硯町２－３－３３ 前阪　修司

004319001 兵庫セフティ（株） 姫路市井ノ口３９６－８ 森口　肇

004320001 （株）兵庫測量設計事務所 神戸市兵庫区中道通９－２－５ 潭田　伸司

004321001 （株）兵庫蓄電池 神戸市長田区海運町８－６－１４ 西岡　康裕

004322001 （株）兵庫分析センター 姫路市広畑区正門通４－１０－８ 石井　哲人

004323001 （株）ヒヨシ小杉 射水市中太閤山４－４５－７ 喜多　良明

006428001 日和建設（株） 八尾市上之島町北６－２１－１北川ビル１階 山下　共子

004324001 平井建設（株） 奈良市三条大路２－１－６６ 平井　克

004326001 （株）ひらい緑地 松山市平井町２３８８－１ 菅　基裕

004327001 平岩塗装（株） 大田区千鳥２丁目６番１７号 平岩　敏史

004328001 （株）平尾工務店 加東市天神３４１ 平尾　博之

004329001 （株）平尾創建 神戸市灘区中原通７丁目４番１０号　ルパレ中原１階 平尾　順子

004331001 （有）平田組 美馬市穴吹町古宮字長尾５６２－１４ 平田　茂

006413001 （株）平田建設 河東郡士幌町字士幌西２線１６０ 長谷川　雅毅

004332001 平田建築設計（株） 西宮市戸田町５－１６ 平田　裕之

004333001 （株）平田塗装店 名古屋市西区江向町３－８ 平田　晃

004334001 （株）ヒラタプランニング 静岡市清水区横砂南町５－７ 平田　智裕

004335001 平錦建設（株） 姫路市下寺町１０１ 勝間　功雄

004336001 （株）平野組 姫路市広畑区蒲田５－１７１５ 平野　勝也

004337001 平野設備工業（株） 神戸市西区平野町常本２５４ 藤本　勝博

004338001 （株）平松組 淡路市王子８１９ 平松　秀章

004339001 平松電気工事（株） 岡山市南区福浜町１３－２８ 平松　良一

004340001 平村設備工業（株） 周南市横浜町１６－３６ 平村　紀夫

004341001 平山建設（株） 徳島市大松町榎原外７７－１０ 平山　洋介

005959001 （株）平山建設 朝来市羽渕７７３－６ 平山　貴彦

004342001 蛭川造園土木（株） 宝塚市山本西３－２－１１ 蛭川　隆志

004343001 （有）ビルチェック 大和郡山市城北町５－４７ 岡田　雅臣

004344001 （株）ビルディング・コンサルタントワイズ 大津市におの浜３－４－４８ 山本　勝義

004345001 （株）ビルドエイト 岡山市中区平井５－８－４８ 前田　貢

004346001 （株）ビルド商会 松山市久万ノ台１８９－１ 池田　啓吾

004347001 （株）びるり 松山市宮西１－４－４３大智ビル３Ｆ 西山　周

004348001 （株）広江 福山市水呑町２１－１０ 広江　保則

006619001 廣岡屋商事（株） 西宮市戸田町３－２９ 橘　伸治

004349001 （株）広川組 京都市南区唐橋赤金町４４ 広川　進一

004350001 廣川建設（株） 西宮市甲子園口１－２－１１ 広川　興作

004351001 広川土建（株） 福井市足羽４－１０－１ 広川　幸則

004352001 広建コンサルタンツ（株） 福山市川口町１－７－３ 元廣　和弘

006119001 （株）Ｈｉｒｏ建築設計 福岡市中央区薬院１－２－５リアンプレミアム薬院ステーション 金子　浩美

004353001 （株）ヒロコン 広島市南区宇品海岸３－１３－２８ 下花　眞二

004354001 広島ガス（株） 広島市南区皆実町２－７－１ 松藤　研介

004355001 （一財）広島県環境保健協会 広島市中区広瀬北町９－１ 佐藤　均

005797001 広島畳材（株） 広島市西区三滝町１７－１４ 山下　浩平

004356001 広島綜合警備保障（株） 広島市安佐南区西原８－３４－３ 山田　積

004357001 広島電気工事（株） 三原市城町三丁目９番２２号 金本　好男

004358001 広島道路施設（株） 広島市安佐南区緑井３－１－１３ 大庭　和子

004359001 廣島緑地建設（株） 広島市安佐南区伴南五丁目５番１５号 大野　穂

004360001 ヒロセ（株） 大阪市中央区平野町２－６－６ 平野　精一

004361001 （株）廣瀬工業所 徳島市東吉野町１－２３ 廣瀬　隆譽

006756001 （株）ＨＩＲＯ測量 御坊市湯川町丸山４７８－１ 廣原　功一

004362001 （株）広田建創 筑紫野市武藏３－２－２６ 廣田　郁人

004363001 （株）広田造園 広島市西区己斐上１－１４－３ 廣田　昭

004364001 （株）広津産業 広島市佐伯区利松３－３１－２３ 廣津　元基

004365001 ヒロテック（株） 吹田市山田西３－３３Ａ－６０５ 廣野　壽男

004366001 （株）ヒロ電業 岡山市中区倉田３８３－３ 安波　秀之輔

004367001 （株）ヒロ配管設備 松山市水泥町７１８－４ 仙波　宏通

005923001 弘建設（株） 大阪市平野区瓜破３－２－６７ 菅　宏美
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004368001 （株）びわ建設 守山市洲本町２４００番地２ 尾谷　孝

004369001 （株）備後開発 尾道市高須町西新涯５５４２ 寺下　弘記

004370001 備後道路（株） 尾道市高須町５２６７番地 中島　秀晴

004371001 ファースト建設（株） 大阪市東淀川区東中島１－６－１４新大阪第２日大ビル５階 淺川　憲一

004372001 （株）ＦＩＴＵＴ研究所 八王子市明神町４－６－１２ 橋本　進一朗

004373001 （株）ファインコラボレート研究所 港区元赤坂１－１－１５　ニュートヨビル 望月　伸一

002986001 （株）ファノバ 大阪市北区梅田１－２－２－１２００ 平松　圭一

004374001 （株）ファルコン 徳島市問屋町４３ 古野　隆久

001513001 フィート技建（株） 徳島市助任橋３－２５－１ 高山　裕之

006685001 （株）フィールド 岸和田市流木町１７３ 一筆　和也

004375001 ＦＩＥＬＤ　ＤＯＯＲ（株） 吹田市山手町２－１７－２９ 戸田　順一

004376001 フィールドコンサルタント（株） 広島市南区東雲３－１１－４ 野津　進

006321001 （株）フィデス 堺市東区引野町３－１ 石橋　三千男

001546001 （株）フェイス 福山市坪生町１－４９－４ 辰巳　彰英

004377001 フェニックス園芸（有） 熊本市西区島崎２－４－１９　１０２号 工藤　勇二

004378001 （株）フォーデック 広島市西区商工センター６－９－３９ 沖本　光旦

006677001 （株）フォーラムエイト 港区港南２－１５－１　品川インターシティＡ棟２１階 武井　千雅子

004379001 深井建設（株） 岸和田市下池田町１―３―１５ 深井　憲

004380001 （有）深瀬電機 高知市鴨部１０７６－１６ 深瀬　博徳

005740001 （株）深田建設 松江市東朝日町２７９－２ 深田　真二

004381001 深田工業（株） 名古屋市北区上飯田西町３－５ 深田　史朗

004382001 深田サルベージ建設（株） 大阪市港区築港４－１－１ 山本　寿生

004383001 （株）吹上技研コンサルタント 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 吹上　範子

006110001 （株）婦木建築設備事務所 神戸市中央区浜辺通５－１－１４　神戸商工貿易センタービル 鏡堂　友章

004384001 （有）福井環境設計事務所 山口市小郡下郷３６４１－６ 福井　敏彦

004385001 （株）福井組 鳴門市大麻町市場字川縁３５－１ 福井　孝典

004386001 福井建設（株） 養父市薮崎１６６ 福井　美樹男

004387001 福井建設（株） 広島市中区舟入南４－１４－１５ 福井　正人

004388001 福井鐵工（株） 福井市若栄町７０２ 佐野　洋介

004389001 福岡日信電子（株） 福岡市西区姪の浜４－１０－５ 渡邉　寛志

006671001 （株）福岡防災 福岡市博多区東平尾１－３－２０－３１２ 西川　角人

004390001 （株）複合技術研究所 新宿区四谷１－２３－６　協立四谷ビル５階 田村　幸彦

004391001 福崎電業（株） 神崎郡福崎町東田原１２０１－１ 駒田　和幸

004392001 （株）フクザワコーポレーション 飯山市大字常盤１２３４ 福澤　直樹

004393001 フクシコンサルタント（株） 文京区大塚５－７－１２ 藤田　一郎

004394001 福島興業（株） 摂津市東別府３‐２‐４８ 藤田　依子

004395001 （株）福島工務所 高松市福岡町４－２０－１９ 福島　秀孝

004396001 （株）福島商会 高松市屋島西町１９３１－５ 福島　桂子

006593001 （株）福樹園 福生市福生５４４ 古谷　光良

004397001 （株）福田組 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 荒明　正紀

004398001 （株）福田工業 高松市飯田町８０３－８ 福田　融人

004399001 福田総合コンサルタント（株） 大阪市中央区北浜１－３－１４ 藤原　邦彦

004400001 （株）福田測量 世田谷区奥沢５－３３－１１ 福田　祐一郎

004401001 福田道路（株） 新潟市中央区川岸町１－５３－１ 海野　正美

004402001 福田土木工業（株） 尼崎市大浜町２丁目１１番地 福田　仁一

004403001 （株）福田量地 前橋市下石倉町２４－５ 松本　陵

004404001 福地建設（株） 霧島市牧園町宿窪田２５１６ 福地　茂穂

004405001 福徳技研（株） 広島市中区東千田町２－３－２６ 徳納　剛

004406001 福富工業（株） 阿南市宝田町川原１２７－１ 福富　正和

004407001 福留開発（株） 高知市南宝永町１９－１１ 大場　将史

004408001 （株）福本組 坂出市室町１－１－３ 福本　壽一

004409001 （株）福本建設 京都市左京区田中西樋ノ口町１４番地１ 神農　水理

004410001 （株）福本設計 奈良市大宮町４－２８１－１ 福本　保治

004411001 （株）福山コンサルタント 福岡市博多区博多駅東３－６－１８ 福島　宏治

005791001 福山産業（株） 川崎市高津区千年６１０番地５ 福山　友和

006283001 福山電業（株） 福山市昭和町６－１ 島田　宗輔

004412001 福山ユアサ電機（株） 福山市引野町３－２－９ 新田　五常

004414001 福和建設（株） 徳島市川内町大松２８５－１ 福原　治

004415001 富国工業（株） 神戸市北区道場町日下部３００番地 小西　孝教

004416001 富国合成塗料（株） 神戸市兵庫区永沢町３－７－１９ 小西　雅之

004417001 富国産業（株） 高松市春日町１６３３－１ 福家　雄一

005914001 フコク電興（株） 福岡市博多区山王１－１５－８ 林　忠彦

004418001 （有）房設計 神埼市神埼町本告牟田１３７６－１ 林　正生

004419001 藤亜建設工業（株） 岡山市南区藤田２３０－３７５ 岡田　彰

004420001 （株）フジアドバンス 台東区柳橋１－１－１５ 渡邊　民嗣

004421001 （株）フジイ建材 岡山市中区西川原１－１－９ 藤井　一也

004422001 （株）藤井工業 四條畷市雁屋南町１８－２７ 藤井　勝彦

004423001 （株）藤石組 茨木市舟木町５－１３ 藤石　貞敏

006626001 藤井通信工業（株） 大阪市北区中之島２－３－１８ 花元　政実
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004424001 藤井電機（株） 朝来市山東町末歳７０５－１ 藤井　洋平

004425001 藤井電気工事（株） 大阪市住之江区西加賀屋３－１６－１８ 藤井　勝也

004426001 藤井電気工事（株） 吹田市泉町２－４６－３８ 安藤　一彦

004427001 藤井電工（株） 京都市南区久世東土川町２００－６７ 伊籐　公博

004428001 （株）富士植木 千代田区九段南４－１－９ 成家　岳

004429001 （株）藤裏工務店 吉野郡吉野町柳５０５－２ 藤裏　和弘

004431001 藤岡建設（株） 西条市周布１７５８ー３ 藤岡　一貴

004432001 藤岡設備（株） 観音寺市柞田町字上出甲３９－１ 藤岡　雅志

004433001 （株）藤尾設備工業所 草津市追分２－１６－１６ 立花　昇

004434001 （株）藤川建設 観音寺市大野原町大野原９６５番地１ 藤川　昌樹

004435001 （株）藤川原設計 名古屋市千種区清住町１－７１－１ 大鹿　智哉

004436001 富士企業（株） 広島市佐伯区楽々園４－６－１９ 眞継　昭

004437001 （株）富士技建 大阪市淀川区東三国４－１３－３ 中薗　明広

004438001 富士技研センター（株） 渋谷区東１－２２－１１ 西山　芳文

004439001 （株）藤木工務店 大阪市中央区備後町１－７－１０ 藤木　玄三

004440001 （株）富士グリーンテック 甲府市富竹３－１－３ 阿部　敏明

004441001 フジケンエンジニアリング（株） 松山市古三津２－１６－３ 松本　陵志

004442001 富士建設（株） 三豊市詫間町詫間３００－１ 真鍋　有紀子

004443001 （株）藤建設 阿南市那賀川町大京原８１８－８ 藤坂　英樹

004444001 フジ建設（株） 名古屋市守山区吉根２－３００６ 高山　靖徳

004445001 富士建設（株） 福山市神島町１０－１８ 前田　充士

004446001 （株）富士建設コンサルタント 宇和島市和霊元町２－４－１５ 岡　兵典

005680001 （株）フジ建装 渋川市北橘町八崎３９４－２ 藤井　理

004447001 （株）冨士工 中央区日本橋人形町１－３－６ 日高　利美

004448001 （株）フジコンストラクション 松山市日の出町１０－６７ 鷲尾　守正

004449001 不二サービス（株） 柏原市本郷５－６－２３ 内田　洋

004450001 藤崎建設（株） 徳島市南蔵本町２－７ 藤崎　吉正

004451001 藤崎電機（株） 阿南市辰己町１－３８ 藤崎　耕治

004452001 不二サッシ（株） 品川区西五反田４－３２－１東京日産西五反田ビル 吉田　勉

004453001 富士産業（株） 大阪市住之江区南港北２－１－１０ 栗田　隆志

006598001 （有）藤重電機 綾歌郡綾川町萱原８０３－３ 藤重　直紀

004454001 （株）フジ勢 名古屋市守山区森孝東１－２０９ 高山　純平

004455001 富士設計（株） 富士宮市小泉４６８－１ 小野寺　久子

004456001 富士測量設計（株） 小浜市多田１－５－３１ 中野　春雄

004457001 （株）フジタ 渋谷区千駄ヶ谷４－２５－２ 奥村　洋治

004458001 藤田建設（株） 備前市東片上２８ 藤田　享広

004459001 （株）フジタ建設コンサルタント 板野郡北島町鯛浜字原８７－１ 藤田　達也

006686001 （株）藤田建築設計事務所 大阪市淀川区東三国１－２７－１ 藤田　茂信

004460001 藤田工営（株） 倉敷市加須山５５８－６ 藤田　和夫

004461001 藤田興業（株） 岡山市南区藤田６７９番地 早瀬　裕一

004462001 （株）藤田工務店 観音寺市木之郷町１０７－３ 藤田　範久

004463001 （有）藤田設備 姫路市飾磨区今在家１０１３－８ 藤田　佳久

004464001 （株）フジタ地質 岡山市中区雄町４２５－１ 藤田　賢治

004465001 フジタ道路（株） 中央区晴海１－８－１０ 杉本　卓嗣

004466001 （株）藤田萬翠園 仲多度郡まんのう町吉野下７１ 藤田　秀樹

004467001 フジ地中情報（株） 港区海岸３－２０－２０ 深澤　貴

004468001 富士通（株） 港区東新橋１－５－２ 時田　隆仁

004469001 （株）富士通エフサス 品川区西品川１－１－１ 小林　俊範

004472001 富士通Ｊａｐａｎ（株） 港区東新橋１－５－２ 砂田　敬之

004470001 （株）富士通ゼネラル 川崎市高津区末長３－３－１７ 斎藤　悦郎

004471001 富士通ネットワークソリューションズ（株） 川崎市幸区大宮町１－５ 志真　哲夫

004473001 （株）フジックス 枚方市養父元町３－１５ 藤井　良則

004474001 冨士庭園土木（株） 鳴門市撫養町木津１３３８－７３ 矢野　英治

004475001 フジテック（株） 港区白金１－１７－３ 内山　高一

004476001 （株）富士テック 岡山市北区野田５－２－１３ 吉武　元成

004477001 富士電機（株） 品川区大崎一丁目１１番２号ゲートシティ大崎イーストタワー 近藤　史郎

004478001 富士電機ＩＴソリューション（株） 千代田区外神田６－１５－１２ 及川　弘

004479001 富士道路施設（株） 高松市小村町３２８－２ 佐藤　公一

004480001 富士塗装興業（株） 大阪市天王寺区勝山３丁目１番１９号（勝山泉ビル２階） 稲葉　敬之

004481001 藤鳶工業（株） 尾道市栗原町９６５０－９ 藤原　照國

004482001 （株）富士土木興業 加古川市加古川町寺家町３５２－７ 藤原　賢三

005898001 （株）フジナガ 倉敷市福田町古新田１０８０－３ 三宅　完治

004483001 不二熱学工業（株） 大阪市中央区南船場２－１－１ 近藤　康之

004484001 不二熱学サービス（株） 大阪市中央区南船場２丁目１番３号　フェニックス南船場７階 岡田　真二

004485001 （有）フジノ 神戸市長田区駒ケ林南町１－８ 南谷　秀一

004486001 （株）藤野組 神戸市長田区駒ケ林南町１－８ 藤野　眞男

004487001 （株）藤林商会 南津軽郡藤崎町大字久井名舘字早稲田２９５－２ 藤林　秀樹

004488001 （株）富士ピー・エス 福岡市中央区薬院１－１３－８九電不動産ビル３階 堤　忠彦

004489001 （株）富士不動産鑑定所 武蔵野市西久保１－４２－１３ 村上　民夫
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004490001 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 川崎市幸区堀川町５８０番地 日下　高

004491001 富士プレハブ工業（株） 大阪市西区江之子島２－１－３７－３１０４ 石本　賀久

004492001 伏見管工（株） 京都市伏見区深草谷口町５０－４ 竹中　雅子

004493001 （株）伏見工業 神戸市西区長畑町９－２ 菊田　浩輔

004494001 （株）フジミック 江東区青海１－１－２０ 吉本　治

004495001 （株）伏光組 広島市南区出島１－３３－６１ 伏見　光暁

006205001 （株）フジみらい 徳島市東沖洲１－６－１ 江崎　雅章

004496001 （株）藤本建設 阿南市長生町平田２０－１ 藤本　和憲

004497001 藤本建設工業（株） 善通寺市与北町２９７１－１ 藤本　豊

004498001 藤本電業（株） 豊中市北条町１－２９－１５ 藤本　大造

004499001 （株）フジヤ 京都市中京区東堀川通丸太町下ル７－４ 永田　智之

004501001 （株）フジヤマ 浜松市中区元城町２１６－１９ 藤山　義修

004502001 （株）藤山電気工学社 岡山市中区乙多見４４１－１６ 平松　正匡

004503001 藤吉工業（株） 名古屋市中村区太閤４－２－８ 加藤　靖始

006470001 富士冷熱機器（株） 郡山市安積荒井２－２６１ 栗原　俊一郎

004504001 （株）藤原組 倉敷市児島味野１－３－１２ 藤原　一茂

004505001 藤原工業（株） 吹田市寿町２－２６－９ 藤原　浩一

004506001 （株）フソウ 高松市郷東町７９２－８ 角　尚宣

004507001 扶桑管工業（株） 京都市右京区太秦和泉式部町１２ 川瀬　貴也

004508001 （株）扶桑工務所 茨木市見付山２－４－２５ 織田　幹範

004509001 扶桑電機工業（株） 品川区南品川六丁目３番１０号 佐野　健二郎

004510001 扶桑電通（株） 中央区築地５－４－１８　汐留イーストサイドビル 有冨　英治

004511001 （株）二神組 松山市竹原２－１－１９ 有光　秀明

006731001 （株）二神建築事務所 姫路市安田４－１００ 川嶋　文代

004512001 （株）二川設計 高知市重倉１４７７－１ 二川　博太

004513001 （株）フタバ 加賀郡吉備中央町西３２７７－１ 板谷　敏之

006748001 （株）ふたば 双葉郡富岡町大字小浜字中央５９２ 遠藤　秀文

004514001 双葉建設（株） 丸亀市川西町北２２０７ 佐伯　彰宣

004515001 双葉工業（株） 福岡市博多区金の隈２－１－３０ 星子　洋満

004516001 双葉興業（株） 高松市多賀町２－５－８ 赤松　繁

004517001 双葉航測（株） 中野区中央３－１３－１０ 佐藤　安彦

004518001 （株）フタバ設計 南あわじ市福良甲５１８－５ 坂本　哲也

004519001 （株）フタバ設計 福岡市博多区三筑１－６－１４ 二場　安之

004520001 （株）双葉造園 高知市山ノ端町２１９－９ 鬼頭　愼一

006003001 双葉電気通信（株） 大阪市北区同心２－３－１ 伊藤　和彦

004521001 （株）福起設計コンサルタント 福岡市博多区奈良屋町１１－１８ 池田　淳

004522001 （株）復建エンジニヤリング 中央区日本橋堀留町１－１１－１２ 川村　栄一郎

004523001 （株）復建技術コンサルタント 仙台市青葉区錦町１－７－２５ 菅原　稔郎

006050001 福建工業（株） 吉野郡天川村栃尾３７７ 福本　由起子

004524001 復建調査設計（株） 広島市東区光町２－１０－１１ 來山　尚義

006419001 福興建設（株） 和歌山市加太８３５－３ 松井　良樹

004525001 物林（株） 江東区新木場１－７－２２ 淡中　克己

004526001 （株）不動 岡山市東区瀬戸町万富１０２０－４ 藤原　勇一

004527001 不動開発（株） さいたま市南区南浦和３－３１－２０ 松永　満

004528001 （株）不動テトラ 中央区日本橋小網町７－２　ぺんてるビル 奥田　眞也

004530001 船曳土木興業（株） 佐用郡佐用町円応寺４９４－１８ 船曳　守

004531001 （株）フューチャーイン 名古屋市千種区内山２－６－２２ 渡邉　英治

004532001 （株）芙蓉コンサルタント 松山市辻町２－３８ 大野　二郎

004533001 （株）武揚堂 中央区日本橋３－８－１６ 小島　武也

004534001 （株）プライア・コンサルタント 川崎市高津区久本３－５－７－３階 厳　駿

004535001 （株）プライム 倉敷市西中新田２９０－９ 井神　俊郎

006488001 （株）プライム 札幌市北区百合が原１０－６－１７ 會田　史門

006466001 （株）プライムエコ 堺市堺区戎之町東３－１－２７ 北野　正明

004536001 （株）プライム評価研究所 福岡市中央区大名２－４－３０ 中嶋　裕二

004537001 （株）プラス設計 大和高田市三和町２－４１ 中登　成光

006218001 （株）プラスＰＭ 大阪市北区西天満２－８－５ 木村　讓二

004538001 プラチナ塗装工業（株） 北区中里２－６－１４ 佐野　栄一

004539001 （株）フラット 堺市堺区大浜北町３－４－７ダイトクビル１Ｆ 平井　太郎

004540001 （株）プラテック 釧路市光陽町２－２ 中島　和義

004541001 （株）プラネット・コンサルタント 金沢市諸江町下丁３７２ 穴太　政洋

004542001 （株）プラノーツ 岡山市東区西大寺上１－１４－１３ 木村　洋介

004543001 （株）プラムコーポレーション 大阪市中央区瓦町４－４－８ 梅田　百合子

004544001 （株）プラムコンサルタント 高松市御厩町８６８－２ 栗林　秀樹

005532001 （株）プランテック総合計画事務所 千代田区紀尾井町３－６ 小山　直行

004545001 （株）プランニング三誠 広島市西区西観音町１－１８ 平岡　誠晋

004546001 フリー工業（株） 台東区東上野１－３－１ 富田　満

004547001 （有）フリースケール 長野市川中島町上氷鉋１３０６－１０ 杉山　勇樹

004548001 フルイチ（株） 高松市林町２５８２－１ 宇田川　直樹

004549001 （株）古川コンサルタント 出雲市塩冶町１６１２－１ 古川　篤
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004550001 古河産機システムズ（株） 千代田区大手町２－６－４ 川下　勝平

004551001 （株）古川電気 延岡市大瀬町３－４－８ 古川　浩

004552001 （株）古川電子サービス 大崎市古川小泉字泉４２ 木村　俊吉

004553001 古河電池（株） 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１ 小野　眞一

004554001 （株）古瀬組 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町２５２－３ 古瀬　雅章

005770001 （有）古竹建設 丸亀市飯山町下法軍寺４７６ 古竹　享

004555001 フルテック（株） 札幌市中央区北１３条西１７－１－３１ 古野　重幸

004556001 古野電気（株） 西宮市芦原町９－５２ 古野　幸男

004557001 （株）プレック研究所 千代田区麹町３－７－６ 杉尾　大地

004558001 （株）フレックス 西宮市宮前町８－３６ 石川　信重

004559001 （株）プログレス 瀬戸内市邑久町福元３１７－１ 中山　美江

006161001 （株）プロスペック 大阪市都島区都島南通２－１０－１４ 早光　孝博

005848001 （株）プロテクノ 久留米市国分町３４－１１ 田中　一善

004560001 （株）プロテック 福山市南蔵王町６丁目１８番４０号 永井　健三

004561001 （株）フロムトゥ 墨田区江東橋４－２９－１２ 星野　芳行

006737001 （株）文化環境設計研究所 中野区新井１－１２－６　Ｂ１０２ 落合　直文

004562001 文化シヤッター（株） 文京区西片１－１７－３ 潮崎　敏彦

004563001 文化シヤッターサービス（株） 豊島区西巣鴨４－１４－５ 中島　省吾

004564001 （有）文教住環施設 京都市右京区太秦門田町７ 井上　徳美

004565001 （株）文祥堂 中央区銀座３－４－１２ 佐藤　義則

004566001 平安建設工業（株） 京都市左京区田中野神町２１ 井上　準二

004567001 （株）平安設計 北区滝野川７－２－１４ 伊藤　敦史

004568001 （株）平島弘之プラスチーム二十八 徳島市川内町平石夷野７７－２ 平島　弘之

004569001 （株）へいせい 糸島市前原西５－１－３１ 西原　幸作

004570001 （有）平成開発設計 姫路市飾東町庄３１８－３ 石本　了

004571001 （株）平成技研 西牟婁郡白浜町堅田１１３３－３ 坂本　一

005929001 （株）平成建機 和歌山市出島５－６ 大島　たみ恵

004572001 （株）平成測量 上越市頸城区百間町７１２－１ 鈴木　元康

004574001 （株）ヘイワ 大阪市平野区瓜破東６－２－６ 西野　貴司

004575001 （株）平和ＩＴＣ 福井市渕１－１７０４ 山本　武

004576001 平和建設（株） 福山市川口町１－１６－３５ 岡田　吉弘

004577001 （株）平和建設 南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 國府　久益

004578001 平和建設（株） 周南市川手１－４－１ 太田　浩二

004579001 平和衡機（株） 高崎市問屋町３－５－５ 横田　貞一

004580001 平和興業（株） 大阪市住之江区粉浜西１－２－６ 米澤　勉

005471001 平和電気（株） 岡山市南区西市６０１－２ 花尾　武志

004581001 平和フィールド（株） 狭山市狭山台３－１４－８ 稲見　清和

006352001 （株）ペイント王 泉大津市東港町１０－７ 久保　聖

004582001 （株）ベータプラン 河東郡音更町南鈴蘭南２－６－１８ 佐藤　祐司

005724001 （株）ペーブワーク 大阪市城東区成育２－７－２ 金山　進厚

004583001 ヘキムラ興業（株） 山陽小野田市日の出３－８－３０ 碧村　宗憲

005403001 （株）ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋｓ 港区芝大門１－１－３０ 長江　洋一

004584001 （株）別所商事 国東市安岐町下原２４８０番地 吉田　嘉子

004585001 （株）ヘッズ 大阪市北区浪花町１２－２４ 大塚　守康

004586001 （株）別大補償コンサルタント 大分市生石港町２－７－１６ 利光　正己

004587001 （株）別当設計 宮崎市恒久３－３０－１１ 別当　幸宣

004588001 ベル・エンジニアリング（株） 柏市末広町１４－１　ＳＫ柏ビル７Ｆ 五十嵐　巌

004589001 （株）ベン建築設計 岡山市北区番町１－１－６ 大月　始

004590001 ベン測量設計（株） 仙台市青葉区落合５－９－２３ 渡部　勉

006153001 （有）辺見設計 白河市田町１１６ 邉見　啓明

004591001 ヘンミ建物（株） 岡山市南区藤田４３０－３ 逸見　益己

004592001 （有）ＨＯＵＥＩ 京都市伏見区下鳥羽中円面田町２４　アーバンハイツ１０１ 冨永　勝博

006220001 （株）豊栄 相模原市南区双葉１－８－４１ 中沢　豊

006236001 （株）豊栄 坂出市西庄町１５６５－２ 豊浦　昌尚

006328001 豊栄設備工業（株） 徳島市庄町３ー１５－１ 田村　茂人

004593001 （有）宝亀園 越谷市南町１－２２－５ 小野寺　勉

004594001 （株）豊国 北葛城郡河合町池部２－７－５ 山本　成己

004595001 報国エンジニアリング（株） 豊中市大黒町３丁目５番２６号 塚本　英

002359001 （株）豊国昭和起重機製作所 大阪市西成区津守３丁目３番１号 岸本　毅

004596001 （株）報国電設 井原市七日市町１６１－２ 宮本　隆太郎

004597001 （株）豊樹園 大分市大字猪野６５８ー６ 辻　祐樹

004598001 （株）豊西測量設計 竹田市大字吉田２０４１－１ 勝永　茂雄

004599001 峰南工業（株） 岡山市北区白石２０３－２６ 宮田　隆志

004600001 （株）鳳洋道路興業 松山市山西町３８ー３１ 吉田　順子

006011001 宝来建設工業（株） 姫路市家島町坊勢１８１ 小林　正暉

004601001 （株）ほうらい電気 加古川市平岡町中野６８４番地の６ 長畑　順二

004602001 宝菱産業（株） 大阪市西区靭本町１－７－３ 岸本　仁

004603001 （株）豊和開発 三豊市高瀬町新名８７４ 眞鍋　誠至

004604001 （株）ホーク 枚方市菊丘町９－５５ 宮城　猛
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004605001 （株）ボーサイ 大阪市淀川区木川西３－５－１４ 蒔田　善章

004606001 ホーチキ（株） 品川区上大崎２－１０－４３ 山形　明夫

004607001 ホーチキサービス（株） 大阪市西区江戸堀２－３－２１ 弓場　成裕

005926001 （株）ホープ建設コンサルタント 熊本市南区良町２－８－８ 小野川　洋

004608001 （株）ホーム設備 松山市余戸中２丁目２番１号 門田　勲

004609001 外薗建設工業（株） 薩摩川内市上川内町３２５５ 外薗　太一郎

004610001 （株）ホカリ 西宮市室川町４－２０－３０２ 渡部　一二

004611001 （株）補強土エンジニアリング 大阪市西区西本町１－６－６ 小川　憲保

004612001 （株）北栄建設 郡上市白鳥町二日町６４５－１ 山本　猛

004613001 北栄電設（株） 小矢部市埴生１５７０ 渋谷　辰則

004614001 （株）北越トラスト 小千谷市大字上片貝７６－１ 須佐　正厚

004615001 （株）ホクコク地水 金沢市御影町２５－１ 尾蔵　丈房

004616001 （株）北辰建設 久米郡久米南町神目中１８３－１ 北川　智之

004617001 北伸建設（株） 豊後高田市森７５６－１ 北原　幸子

004618001 （株）北辰測量設計 徳島市名東町３－３４２－５ 寺川　一

005916001 北神吉田建設（株） 神戸市北区道場町日下部１５４５ 吉田　浩三

005751001 （株）朴田組 亀岡市西町１２番地 有田　尚史

004619001 （株）ほくつう 金沢市問屋町１－６５ 早川　信之

004620001 （株）ホクト 朝来市和田山町枚田６６９－１ 秋庭　弘吉

004621001 （株）北斗エス・イー・シー 津市一身田上津部田３０１６サンマンションアーツ山の手二番館３０３号 籾井　收

004622001 （株）北斗エンジニアリング 茨木市沢良宜西２－１７－４８ 中村　勝一

005858001 （株）北斗工務店 倉敷市玉島爪崎１４２－１２ 西村　圭二

006087001 （株）北斗測量設計 茨木市中村町１－３７ 籾井　実

004623001 （株）北斗測量設計社 会津若松市八角町１１－６ 佐藤　宏

006496001 北斗理研（株） 東村山市多摩湖町１－２５－２ 山崎　眞義

004624001 北明電気工業（株） 札幌市白石区中央１条２丁目３番３５号 松原　一朗

005646001 北陽技建（株） 出雲市荻杼町５３番地２ 高橋　敏夫

004625001 北陸機材（株） 富山市綾田町１－６－２２ 川本　元裕

006485001 （株）北陸グリーンサービス 金沢市南四十万３－３９－２ 松平　博之

004626001 北陸道路標識（株） 高岡市問屋町１５ 河合　信輔

004627001 ホコタ設計コンサルタンツ（株） 鉾田市安房１５７１ 方波見　一成

006543001 ホシザキ四国（株） 高松市紺屋町３－３ 青木　浩

004628001 ホシザキ中国（株） 広島市中区土橋町１番１３号 大場　則夫

005774001 （株）星場電機設備 新居浜市外山町１８－１８ 星場　透匡

004629001 （株）星山建設工業 熊本市北区弓削１－１６－３４ 星山　敬宣

004630001 （株）星山商店 熊本市北区武蔵ケ丘９－５－７６ 星山　一憲

006188001 （株）星山設計 宮崎市淀川２－１－４ 星山　剛

004631001 （株）補償実務 徳島市昭和町２－７４ 崎山　哲幹

005591001 （株）ＢＯＳＳ 岡山市南区浦安本町１３９－４ 亀井　一広

004632001 ホゼン（株） 福岡市西区野方４－５－３９ 山下　鉄太郎

004633001 （株）保全工学研究所 千代田区神田小川町１－１１－９ 天野　勲

004634001 （株）保全サービス 大阪市浪速区日本橋西１－１－１５ 中村　俊夫

004635001 （株）細川技建 江戸川区上篠崎３－１７－２１ 細川　智雄

006649001 細木建設（株） 富山市岡田８２７番地 細木　昇

004636001 細田建設（株） 飯能市双柳７６０－１４ 細田　伴次郎

004637001 （株）北海工営社 札幌市中央区南９条西１６－１－２７－２０１ 本多　俊司

004638001 北海航測（株） 札幌市中央区北三条西１７－２－３６ 矢橋　潤一郎

004639001 北海道エナジティック（株） 札幌市白石区東札幌３条１－１－１８ 鉢呂　喜一

006175001 （株）北海道近代設計 札幌市中央区南一条西１０－３ 市川　竜也

004640001 北興建設（株） 金沢市打木町東１４０７番地 井戸谷　信一

004641001 （株）堀田組 尾道市新浜１－９－２２ 河本　泰行

004642001 堀田建設（株） 八幡浜市郷１－１２－１ 菊池　泰行

004643001 （株）堀田工務店 吹田市山手町４－４－５ 堀田　稔

005756001 ボトムフラット（株） 板橋区大和町４４－１０ 藤谷　陽祐

004644001 堀井産業（株） 徳島市応神町応神産業団地１２番地８ 堀井　政志

004645001 （株）ホリカワ工業 丸亀市垂水町２０３１－７ 堀川　徹也

004646001 （株）堀川忠義商店 南あわじ市榎列小榎列６０３ 堀川　雅春

004647001 （株）堀組 田辺市南新万１－２－１０６ 堀　孝任

004648001 堀建設（株） 南あわじ市阿那賀８６１－１ 堀　丈洋

004649001 （株）堀工務店 倉敷市玉島爪崎７５８－１２ 井上　正士

006193001 （有）堀田総合設計 熊本市中央区水前寺４－５４－１０　アーバンクロス２Ｆ 堀田　実

004650001 本四塗装工業（株） 高松市西宝町３－５－２６ 兼田　匡章

004651001 本州四国総合開発（株） 坂出市番の州町１０－１ 水原　和子

004652001 （株）本庄商会 神戸市東灘区住吉宮町７－４－１ 下井　宏之

004653001 （株）本城根組 養父市十二所１０８８ 城根　誠

004654001 （株）本陣 名古屋市東区矢田南３－１３－７ 梅岡　美喜男

004655001 （株）本田建設 いちき串木野市大里３２４４ 本田　和幸

004656001 ボンドエンジニアリング（株） 大阪市鶴見区横堤５－７－２５ 日下部　悟

004657001 （株）本間組 新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００－３ 本間　達郎
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004658001 本間道路（株） 新潟市中央区柳島町１－５－１ 渡辺　亮三

004659001 （株）マイ建築構造 海老名市国分南３－３－３ 小松　正道

004660001 （株）埋蔵文化財サポートシステム 佐賀市新中町１－７ 松尾　信正

004661001 前川建設（株） 加古川市野口町良野１５０６ 前川　容洋

006045001 前川建設（株） 南あわじ市松帆江尻１７ 前川　肇

004662001 （株）前川製作所 江東区牡丹３－１４－１５ 前川　真

004663001 （株）前建 福井市下莇生田町２－９ 長谷川　和弘

004664001 前澤工業（株） 川口市仲町５－１１ 宮川　多正

004665001 （株）前園建設 南さつま市　加世田宮原１３２６ 前園　富男

004666001 （株）前田開発 瀬戸内市長船町福岡５６０－１６ 前田　昌子

004667001 （株）前田環境クリーン 熊本市南区刈草２－２－１１ 前田　五雄

004668001 （株）前田組 寝屋川市大成町１－１ 前田　浩輝

004669001 （株）前田組 福山市金江町藁江６５ 前田　直秀

004670001 （株）前田組 揖保郡太子町老原６１１－１ 前田　崇資

004671001 （株）前田組 岡山市東区西大寺中野７００－７ 前田　美知敏

004672001 前田建設（株） 姫路市花田町小川３４３－３ 前田　正博

004673001 前田建設（株） 丹波市山南町池谷１０８ 前田　忠

004674001 前田建設工業（株） 千代田区富士見２－１０－２ 前田　操治

004675001 （株）前田産業 熊本市南区野田３－１３－１ 木村　洋一郎

004676001 （株）まえだ住宅設備 橋本市神野々１１４５－１ 前田　陽一郎

004677001 （株）前田商会 大阪市都島区片町２－７－７ 前田　隆司

004678001 （株）前田翠宝園造園土木 大阪市中央区島之内２－９－３竹屋ビル１－Ｄ号室 前田　志乃

004679001 （株）前田造園土木 三木市別所町下石野９７２－１ 前田　信行

004680001 （有）前田造園土木 寝屋川市太間東町４－３ 前田　豊

004681001 前田電気（株） 大野市中保２１－１２ 前田　豊次

004682001 前田道路（株） 品川区大崎１－１１－３ 今泉　保彦

004683001 （株）前田都市設計 大阪市天王寺区清水谷町７－４クレオドーレ清水谷 前田　陽一郎

004684001 （株）前野組 神戸市西区伊川谷町前開１８４ 前野　良之

006746001 （株）前野建築設計 津市南中央６－６ 前野　初像

004685001 （株）マエムラ電設 都城市蓑原町２２９６－７ 前村　康成

004686001 牧草総合設計（株） 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９　五条堀川ビル 牧草　次郎

004687001 （株）マキシマ電業 倉敷市玉島乙島８２５６－３７ 本西　巌

004688001 マキテック（株） 岡山市中区国府市場６－２ 平松　良一

004689001 （有）槙野製畳所 高松市松島町３－１１－１７ 槙野　義久

004690001 誠建設（有） 小松島市金磯町８－７９ 中野　寿之

006304001 （有）ＭＡＫＯＴＯ建設工業 熊本市北区植木町内８０８ 岩下　誠

004691001 （株）マコト電気 大阪市北区梅田３－４－５ 上村　武

005650001 （株）ＭＡＫＯＴＯ 札幌市北区北２５条西１４－５－５５ 栗原　清昭

004692001 （株）正木産業 徳島市川内町大松５４５番地の２ 辻本　俊治

004693001 （株）マサキ設備 大阪市城東区今福東２－４－３０ 正木　康晴

004694001 （株）政工務店 小城市牛津町柿樋瀬３８９－１ 寺尾　誠

006264001 （株）正光 姫路市夢前町前之庄１３９０ 丸尾　将満

006552001 （株）マサル 江東区佐賀１－９－１４ 苅谷　純

004695001 （株）マシノ 広島市西区庚午中１－１９－２３ 増野　裕人

004696001 （株）増岡組 広島市中区鶴見町４－２５ 増岡　真一

004697001 （株）益田工務店 神戸市中央区二宮町１－２－３ 永井　完次

006487001 （株）増田工務店 京丹後市峰山町荒山８４３－１ 増田　幸二

004698001 （株）マスダコンサルタント 高松市多肥下町１５５９－２ 増田　英司

004699001 （株）増田地質工業 高松市宮脇町１－１８－２３ 増田　剛人

004700001 （株）枡平組 笠岡市笠岡５２８６ 土肥　満

004701001 マスプロ電工（株） 日進市浅田町上納８０番地 端山　佳誠

004702001 （有）ＭａｓＭａｓ 広島市南区的場町１－７－１０ 奈村　真理

006012001 間瀬建設（株） 狛江市岩戸北３－１６－１５ 間瀬　哲

004703001 （株）間瀬コンサルタント 世田谷区喜多見９－４－７ 間瀬　哲

006697001 （株）マチイコンサルタント 綾部市上野町上野１００ 町井　裕昌

004704001 （株）町田清掃社 町田市木曽東２－６－１８ 阿曽　正長

004705001 松井金網工業（株） 西宮市浜甲子園３－５－３ 鶴我　義博

004706001 松井建設（株） 中央区新川１－１７－２２ 松井　隆弘

004707001 松井建設（株） 泉北郡忠岡町忠岡北２－１２－５９ 烏野　孝博

004708001 （株）マツイコーポレーション 和泉市井ノ口町２－２０ 松井　次郎

004709001 松井産業（株） 徳島市名東町２丁目６５０－１１ 松井　弘行

004710001 松井電機（株） 高松市松島町３－１８－１３ 黒川　二三男

004711001 松浦建設（株） 坂出市大屋冨町３１００ 堀口　泰亨

004712001 （株）松浦設計 宇和島市丸之内５－９－５ 松浦　洋

004713001 （株）松岡工務店 高松市木太町２３８７－６ 松岡　慎哉

004714001 松岡電気（株） 生駒市北新町４－５１ 松岡　敏幸

004715001 松岡塗装（株） 倉敷市玉島乙島６６９５－１ 中田　龍伍

004716001 （株）松尾組 北九州市八幡西区町上津役東２－２－２５ 松尾　茂行

004717001 （株）松尾組 吉野郡十津川村平谷２４１－１ 千葉　直美
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004718001 松尾建設（株） 佐賀市多布施１－４－２７ 松尾　哲吾

004719001 松尾工業（株） 真庭市赤野６３５－１ 内野　好恵

004720001 （株）松尾工務店 横浜市鶴見区鶴見中央４－３８－３５ 松尾　文明

004721001 （株）松尾綜合土木 さぬき市大川町田面６５番地 川北　壽雄

004722001 松尾電設工業（株） 神戸市兵庫区芦原通２－２－３ 松尾　新二郎

004723001 （株）松尾道路 北九州市八幡西区大字畑７４５ 美野　寛之

005825001 （有）松尾緑地建設 由布市湯布院町川南８２３の８ 松尾　巧

004724001 松熊工業（株） 高松市一宮町１１２７－５ 松熊　秀樹

004725001 松蔵金属工業（株） 枚方市小倉町７－２８ 松藏　宣明

004726001 松崎建設（株） 潮来市牛堀１７１－１ 松崎　里志

004727001 松崎建設工業（有） 佐世保市瀬戸越４－６－４４ 松崎　善介

006037001 （株）松下工務店 肝属郡錦江町神川２２７９ 上鶴　幹男

005771001 （株）松下産業 文京区本郷１－３４－４ 松下　和正

004728001 （有）松下造園 伊予市森甲１１０２ 松下　豊繁

004730001 （株）松田組 広島市安佐南区西原７－８－２９ 福岡　政信

004731001 （株）松田組 西宮市高松町２０－２１ 松田　隆

004732001 （株）松田（幸）組 福井市浜住町８－１ 岡本　徹

004729001 （株）マツダ・シティーズ 大阪市平野区長吉川辺３－１－１４ 松田　吉弘

004733001 （株）松田測量設計 延岡市北一ケ岡４－２－１ 松田　次男

004734001 松田電気工業（株） 大和高田市栄町４－３３ 奥村　雅英

004735001 松田土木工業（株） 姫路市広畑区小松町２丁目４６ 内海　勉

004736001 （株）松田正電機 徳島市東吉野町３－３０－５ 山花　英司

004737001 （株）松戸商事 八千代市勝田４７１ 松戸　清光

005906001 松内建設（株） 高松市檀紙町７６７－２ 松内　義明

004738001 （株）マツノ技研 広島市中区広瀬町４－１４ 松野　勇一

004739001 （株）松野組 瑞穂市穂積１３３０番地 松野　守男

006270001 （株）松野組 神戸市中央区相生町４－５－２ 松野　誉史

004740001 松野建設（株） 岡山市中区西川原１丁目１１番６－１ 松野　隆造

006295001 （株）マッハエンジニアリング 横浜市港北区新横浜２－１５－１ 町田　浩三郎

004741001 （株）松原組 福山市引野町５２１８ 松原　宏林

004742001 松原熔工（株） 加古郡稲美町印南１３７１ 松原　政廣

005669001 （株）マツマル 倉敷市児島唐琴３－７－３２ 榊原　宏美

004743001 （株）マツミ 茨木市高田町２５－１１ 実松　大輔

004744001 （株）松村組 大阪市北区天満１－３－２１ 村上　修

005845001 松村建工（株） 富山市太郎丸西町１－１７－６ 松村　清

005992001 松村工業（株） 岐阜市薮田東１－６－５ 松村　公夫

004745001 松村造園土木（株） 徳島市南島田町二丁目６２番地 松村　肇彦

004746001 松室塗装工業（株） 中野区野方５－１３－５ 松室　健司

004747001 松本伊（株） 南あわじ市榎列大榎列５００ー１ 松本　伸太郎

004748001 （株）マツモトエンジニアリング 神戸市中央区南本町通２丁目１番３号 松本　保子

006640001 （株）松本組 朝来市伊由市場５１４－１ 松本　早正

004749001 松本建設（株） 神戸市中央区南本町通２丁目１番３号 松本　茂男

004750001 （株）松本工務店 宍粟市波賀町上野１９０－１ 松本　貞人

004751001 （株）松本工務店 加古川市野口町二屋３３６番地 松本　壽夫

004752001 （株）まつもとコーポレーション 岡山市北区表町３－１４－１ 北川　克弘

004753001 （株）松本コンサルタント 徳島市東吉野町２－２４－６ 松本　祐一

004754001 （有）松本住宅設備 淡路市生田田尻２８－１ 松本　節夫

004755001 松本電工（株） 神戸市長田区高東町３丁目４番１３号 松本　一宏

004756001 松山開成（株） 松山市森松町１９１番５ 堀田　明宏

001072001 （株）松山建設 京都市西京区桂上野南町５３ 松山　時男

004757001 松山建設（株） 丹波篠山市今田町東庄５－１ 正呂地　隆浩

004758001 （有）松山工務店 徳島市渋野町三ツ岩３５－１ 松山　浩

004759001 （株）松山測量設計 松山市生石町６２１－１ 田頭　英雄

006271001 松山電設工業（株） 松山市畑寺４－１２－２０ 佐藤　勇人

004760001 松山土建（株） 松山市辻町３－６ 田之内　裕

004761001 松山宮地弘商事（株） 松山市南持田町２３－１ 宮地　護

004762001 マツレキ道路（株） 大阪市都島区都島北通２－１０－２８ 池田　利一

005676001 （株）マトバ 尼崎市今福１－１－２８－１０９ 的場　眞司

004763001 的場商事（株） 吹田市川岸町２１番４５号 的場　広宣

004764001 （有）眞鍋 今治市玉川町中村甲１７３ 眞鍋　知

004765001 （株）真部組 さぬき市長尾西８６６－１ 真部　知典

004766001 （株）眞鍋組 今治市波方町波方甲１６１４－４ 眞鍋　志郎

004767001 （株）真鍋建築設計事務所 大阪市西区阿波座１－１１－８ 真鍋　基夫

004768001 （株）真鍋設計事務所 松山市北久米町５３５ 林　裕一

004769001 （株）真鍋令建築設計事務所 丸亀市土器町北１－４１ 高木　保博

004770001 マナベ電機（株） 三好市池田町字シマ７１３番地１ 真鍋　隆資

004771001 マハロカンパニー 神戸市中央区北長狭通６－２－１５－１０１ 杉本　直利

004772001 馬淵建設（株） 横浜市南区花之木町２－２６ 馬淵　圭雄

006620001 （株）マミテック 伊勢市二俣１－１５－８　池田貸店舗２階 間宮　一彦
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004773001 （株）マミヤ 川崎市川崎区小田栄１－９－２５ 間宮　良治

006135001 まや測量設計（株） 神戸市中央区磯辺通４－１－８－７０４ 原　泰宏

004774001 マリンテクノロジー（株） 目黒区下目黒３－９－１３ 今吉　一郎

004775001 丸井建設工業（株） 鳴門市大麻町市場字東原６５－３ 筒井　正治

004776001 （株）丸井工務店 丸亀市田村町１７１１ 丸井　良子

004777001 丸石設備工業（株） 今治市中寺１００８－１ 藤原　勇人

004778001 丸井重機建設（株） 十和田市大字三本木字千歳森３５７－１ 丸井　哲人

004779001 （株）マルイチ 南あわじ市湊９８８ 西畠　信子

004780001 丸一調査設計（株） 福井市開発町２０－６ 山﨑　裕生

006596001 丸一電設工業（有） 尾道市新高山３－１１７０－２０４ 山本　一郎

004781001 丸浦工業（株） 三好市池田町シンマチ１４６６ 丸浦　世造

004782001 マルウロコ酒井建設工業（株） 石狩市花畔１７４－１ 柳田　義和

004783001 （株）マルエイ 大阪市中央区糸屋町２－４－１２ー４階 金山　栄一

004784001 丸栄産業（株） 北九州市小倉南区大字石原町１３０－１２ 内田　康起

004785001 丸栄調査設計（株） 松阪市船江町１５２８－２ 松本　隆

005946001 （有）丸栄電気 高知市稲荷町８－１４ 高瀬　秋夫

004786001 （株）丸尾計画事務所 姫路市小姓町１６ 前川　拓也

004787001 丸勝建設（株） 見附市本町４－２－１２ 坂井　敏郎

004788001 丸亀産業（株） 松阪市高町４５０－１ 竹上　景太

004789001 （株）マルカワ建設 神戸市中央区相生町４－１－４２ 川手　昇

004790001 （株）丸川建築設計事務所 岡山市北区駅前町１－５－１８ 丸川　眞太郎

004791001 （有）丸喜産業 沖縄市安慶田３－７－１５ 上江洲　学

004792001 丸協産業（株） 尼崎市武庫町２－２０－１３ 尾崎　保秀

004793001 （株）マルサカ装美 板橋区赤塚２－１４－４ 坂本　健生

006701001 （有）丸重屋 京都市山科区勧修寺平田町５７ 平手　克治

004794001 （株）丸島アクアシステム 大阪市中央区谷町５－３－１７ 島岡　秀和

004795001 丸正建設（株） 神戸市長田区房王寺町７－２－７ 北浪　孝一

004796001 （有）丸真 呉市広白岳２丁目１２番１１号 西岡　政博

004797001 マルセー緑化建設（有） 阿波市市場町大俣字貞久１６３ 関　正義

004798001 （株）丸善 丸亀市田村町１２２０－４ 山内　法知

004799001 （株）マルゼン 台東区根岸２－１９－１８ 渡辺　恵一

004800001 マルソル（株） 大阪市阿倍野区橋本町３－８ 酒井　督博

005674001 丸泰土木（株） 江戸川区北葛西３－５－１７ 玉川　文明

004801001 （株）マルタ設計 千代田区神田須田町１－２６ 丸田　潤

006359001 （株）マルチメディアシステム さいたま市見沼区深作３－４－７ 田村　道男

004802001 （株）マルツ電波 福井市豊島２－６－７ 土谷　高歳

004803001 （株）丸電 さいたま市西区三橋５－１８３４－１ 丸山　正

004804001 （株）丸東製作所 江東区白河２－１５－４ 今井　保行

004805001 （株）丸徳 横浜市磯子区栗木１－２６－７ 宮本　永得

005861001 丸徳興業（株） 千葉市稲毛区轟町５－３－１１ 徳山　東見

004806001 まるなか建設（株） 松江市玉湯町布志名７６７－５２ 内藤　忠

004807001 丸二運輸建設（株） 坂出市沖の浜１－１２ 瀬戸　雅一

004808001 （株）丸八商事 木津川市山城町平尾東方儀２８－１ 岡　眞弓

004809001 （株）丸八石材 木津川市山城町綺田外高島３６－７ 岡　光洋

004810001 丸浜舗道（株） 甲府市東光寺一丁目７番８号 小林　育也

004811001 （有）丸廣工業建設 徳島市応神町東貞方字北野７－２ 廣永　憲次

004812001 丸福建設（株） 鹿児島市易居町４－３ 谷口　明広

004813001 （株）丸福建設 高松市鶴市町６０７－１ 合田　一洋

005481001 （有）丸福興業 津市美川町１－８ 森川　和則

004814001 （有）マルフジ竹田商会 札幌市東区丘珠町７２３－１ 竹田　純一

006553001 （株）マルホウ 愛知郡東郷町大字春木字下鏡田４４６－１０９８ 日比　裕己

004815001 マルマストリグ（株） 今治市北宝来町４ー２ー５ 河野　通則

004816001 丸満エネルギー（株） 倉敷市加須山２６８－１ 道満　芳昭

004817001 （株）マルミ 広島市安佐北区落合２－２０－３ 村岡　譲

004818001 マルモリ塗装（有） 阿波市吉野町柿原字原１２７－１ 吉兼　一孝

004819001 マルヤ電気（株） 大阪市東淀川区豊新１－１－７ 丸谷　良美

004820001 （株）丸山組 海南市冷水３２５－１０ 久保　利夫

004821001 丸山組（株） 和歌山市湊１８２０－５８ 丸山　安男

006400001 （有）圓山組 鳥取市福部町高江　４５－２ 圓山　賢治

004822001 （株）マルヤマ建設 加古川市平岡町新在家２７７－２ 丸山　浩司

004823001 （株）丸山造園 神戸市中央区大日通２－３－１６ 丸山　文明

005903001 （株）丸善 岩出市東坂本１９８ 中林　和子

004824001 （株）萬信 高槻市登美の里町１８ー１９ 万井　信彦

004825001 （有）三浦組 倉敷市玉島１６４０－３ 三浦　智子

004826001 三浦工業（株） 松山市堀江町７ 宮内　大介

004827001 （株）ミウラ緑化 大分市横尾東町２－１０－２４ 三浦　隆正

004828001 三重ライニング（株） 桑名市大字太夫字西浦１８６－１ 高島　直子

004829001 三笠電機（株） 徳島市かちどき橋４－５－２ 三笠　忠克

004830001 三日月建設（株） 西宮市東町１－１０－２７ 坂本　浩孝
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005931001 （株）御門庭苑 大阪市平野区加美西１－４－１２Ａ－１３ 佐竹　準乃亮

004831001 （株）三上建築事務所 水戸市大町３－４－３６ 益子　一彦

006203001 （株）みかんぐみ 横浜市中区太田町６－７５関内北原不動産ビル４Ｆ 加茂　紀和子

004832001 三樹エンジニアリング（株） 神戸市兵庫区水木通９－１－３３ 小川　洋市

004833001 （株）三木組 姫路市北条宮の町２７１ 三木　健義

004834001 （株）三木組 吉野川市川島町桑村６２５ 日野　陽一

004835001 （株）三木組 大阪市淀川区十三元今里１－２－２ 三木　康資

004836001 （有）三木グリーン 徳島市川内町加賀須野４７３－３ 三木　章宏

004837001 美樹工業（株） 姫路市北条９５１－１ 岡田　尚一郎

004838001 （株）三木工務店 真庭市本郷１７８２－１ 三木　康史

004839001 （株）実樹緑化 小野市育ヶ丘町１４８０－９６６ 中田　樹志

004840001 三国屋建設（株） 神栖市知手中央２－１－２ 和田　英司

004841001 三国屋建設コンサルタント（株） 仙台市宮城野区高砂２－２－２ 難波　勇

004842001 美光電機（株） 徳島市佐古一番町１２－１０ 美野　只勝

004843001 操工業（有） 岡山市北区高柳西町１０－５ 石原　優子

004844001 三島開発コンサルタント（株） 高松市国分寺町福家甲１９３５－２ 村山　洋秋

004845001 三島産業（株） 福山市駅家町万能倉１２９５－１ 竹内　太甫

004846001 三島緑地（株） 高槻市番田１－２－８ 万井　信治

004847001 御荘造園開発（株） 南宇和郡愛南町城辺甲２０３－２ 松田　正人

004848001 （株）水上塗装 新居浜市萩生７２３－６ 水上　賢二

004849001 （株）ミズキコンプライアンス 広島市東区光町２－７－１７ 松田　正則

004850001 （株）水口建設 南丹市園部町小山西町柿ノ木谷５－７ 水口　一重

006558001 （株）三壽工業所 真庭市上水田３１７６ 三壽　賢吉

006465001 水澤電機（株） 長岡市新産２丁目３番地１ 水澤　元博

005628001 水島建設（株） 勝田郡勝央町植月中２８３０番地２ 水島　正敏

004851001 水島土建（株） 勝田郡勝央町東吉田４３番地の２ 水島　宗一郎

004852001 水島臨海興業（株） 倉敷市神田４－１０－１５ 中原　勝

004853001 （株）みすず綜合コンサルタント 上田市上田原１０７３－４ 増沢　延男

006507001 水田電工（株） 大津市国分１－２３－３３ 水田　稔

004854001 （株）水谷 港区東麻布１－２３－８ 水谷　晃

004855001 （株）水谷建設 淡路市楠本８３４ 水谷　充宏

004856001 （株）ミズチカ 倉敷市林５３８－１ 榊原　智恵子

004857001 水野建設（株） 名古屋市千種区徳川山町１－１２－３０ 野澤　均

004858001 水野冷機（有） 宇和島市朝日町３－６－９ 水野　昭重

005670001 水場産業（有） 呉市音戸町波多見５－１５－１４ 水場　英光

004859001 みずほ総合研究所（株） 千代田区内幸町１－２－１ 牛窪　恭彦

004860001 （株）水本工務店 高松市鹿角町２５９－４ 水本　典孝

004861001 （株）溝上建装 諫早市多良見町囲２５５番地１５ 溝上　元規

004862001 （株）ミゾタ 佐賀市伊勢町１５‐１ 井田　建

004863001 （株）溝畑組 有田郡広川町広４１６－１ 溝畑　八千代

004864001 （株）溝辺組 邑智郡邑南町矢上５８２４－４ 溝邊　達仁

004865001 （株）三宝工務店 高知市八反町１－４－３１ 杉原　庄二

004866001 （株）みたこ土建 米子市八幡４８６－１ 美田　耕一郎

004867001 （株）ミタデン 鹿児島市与次郎１－２－１５ 三田　治雄

004868001 （株）三谷組 高知市中宝永町５－２１ 三谷　修一

004869001 三谷建設（株） 福山市赤坂町大字赤坂１６４７－１ 三谷　哲也

004870001 ミタニ建設工業（株） 高知市針木東町２７番２８号 三谷　剛平

006480001 （有）三谷工業 岡山市中区江崎８０３－１ 三谷　洋文

004871001 三谷産業コンストラクションズ（株） 野々市市御経塚３－４７ 土田　和宏

004872001 （株）道下工務店 福山市南蔵王町１－２－２５ 道下　幸治

004873001 （株）道端組 福井市長本町２０９ 道端　健太

002064001 （株）三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ 玉野市玉３－１－１ 中澤　敬

004874001 三井共同建設コンサルタント（株） 品川区大崎１－１１－１ 中野　宇助

004875001 三井情報（株） 港区愛宕２－５－１ 小日山　功

004876001 三井住建道路（株） 新宿区西新宿６－２４－１ 蓮井　肇

004877001 三井住友建設（株） 中央区佃２－１－６ 近藤　重敏

004878001 三井住友建設鉄構エンジニアリング（株） 千葉市美浜区中瀬２－６－１　ＷＢＧマリブイースト棟２９階 德田　紳二

004879001 三井造船特機エンジニアリング（株） 玉野市玉３－１－１ 三宅　俊良

004880001 （株）三井三池製作所 中央区日本橋室町２－１－１ 中村　元彦

005666001 （株）ミツエ たつの市新宮町佐野２８８ 金　成基

004881001 海月建設（株） 尼崎市大西町１－２－２０ 谷口　和孝

004882001 （株）ＭＩＣ 南丹市八木町北屋賀国府６０－１ 国府　三起子

004884001 （株）みつばグリーンシステム 大阪市生野区巽東３－１１－３３ 三好　孝徳

004885001 （株）三橋設計 千代田区内神田１－２－８ 武藤　昭

000499001 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 品川区大崎１－１１－２ 柳川　秀人

004886001 三菱重工機械システム（株） 神戸市兵庫区和田崎町１－１－１ 池田　直昭

004887001 三菱重工冷熱（株） 港区芝浦２－１１－５ 菊地　剛彦

004888001 （株）三菱総合研究所 千代田区永田町２－１０－３ 籔田　健二

004889001 三菱電機（株） 千代田区丸の内２－７－３ 漆間　啓
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004890001 三菱電機システムサービス（株） 世田谷区太子堂４－１－１ 山本　雅之

004891001 三菱電機ビルソリューションズ（株） 荒川区荒川７－１９－１ 松本　匡

004892001 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 台東区東上野５－２４－８　住友不動産上野ビル６号館 市川　誠

004893001 三菱マテリアルテクノ（株） 千代田区九段北１－１４－１６ 稲葉　善明

004894001 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 港区虎ノ門５－１１－２ 村林　聡

006569001 三星産業（株） 足立区宮城１―２０―１５ 静間　公彦

004895001 三守測量（株） 高崎市片岡町３－１３－１０ 小林　克也

004896001 三ツ矢電工（株） 大阪市東成区神路３－３－３ 小島　等

004897001 （株）ミツワ 高砂市百合丘１－６２－１ 飯塚　正裕

004898001 （有）水戸技術設計コンサルタント 水戸市元吉田町２７６－５ 山田　真一

006766001 （一社）みと公共嘱託登記土地家屋調査士協会 水戸市根本２－７３５－１ 岩田　國男

004899001 （株）ミトテック 東大阪市高井田西１－３－３１ 市川　学

004900001 （株）ミトモ製作所 徳島市昭和町８－２７－７ 林　茂

004901001 みどり環境開発（株） 長岡京市馬場１－５－３ 西村　清

004902001 （有）みどり建設 松江市東津田町１７２７ 持田　幸代

004903001 みどり建設（株） 防府市国衙５－６－２８ 清水　良孝

006408001 （株）緑造園 目黒区緑が丘１－１３－１０ 栗山　欣三

004904001 （株）緑の風景計画 世田谷区駒沢２－６－１６ 前島　久美子

004905001 （株）湊組 和歌山市湊２－１２－２４ 笹本　昌克

004906001 港建設（株） 神戸市西区平野町常本１－５７ 米田　一平

004907001 湊建設工業（株） 神戸市長田区西尻池町２－３－３０ 藤本　義博

004908001 ミナト建設工業（株） 加古郡稲美町国安２－６０ 松下　正人

004909001 港産業（株） 徳島市川内町平石住吉２０９－１ 港　正祥

004910001 ミナト電気工事（株） 神戸市中央区楠町６－１－１２ 平井　伸幸

004911001 （株）みなみ 岡山市中区祇園５７ 南條　透

006065001 （株）南九州みかど 宮崎市田代町 迎　敦雄

004912001 （株）南建設 秩父郡長瀞町大字長瀞５００－２ 吉田　順一

004913001 南建設（株） 美馬郡つるぎ町貞光字江ノ脇５０番地２ 南　幸佑

004914001 （有）みなみ工業 岡山市北区矢坂本町１９－１８ 南　昭二

004915001 南四国不動産鑑定（株） 徳島市川内町平石夷野１７６ 阿部　啓治

004916001 （有）南造園 泉南郡岬町深日１５２３－１ 南　久美

004917001 （株）南山建設 京都市伏見区淀生津町１１５－１ 南山　章栄

004918001 ミナモト通信（株） 横浜市戸塚区平戸町５５９－６ 高塚　逸夫

004919001 御南建設（株） 岡山市北区中島田町一丁目５番３号 落葉　美由樹

004920001 （株）ミネ技術 尾道市東尾道１０－２０ 峯岡　静彦

006040001 （株）峰村電気商会 千曲市大字小島３１６３ 峯村　光子

004921001 （株）ミノオ 大阪市鶴見区緑１―３―１２ 原田　充

004922001 箕面電設（株） 箕面市小野原東１－３－６９ 庄司　修二

004923001 （株）ミノダ 淡路市中田４００－２ 簑田　勉

004924001 （株）三早電設 松戸市日暮５－１７４ 北島　博明

004925001 三原開発（株） 南あわじ市賀集８５６－１ 島田　弘和

004926001 （株）三原建築設計事務所 佐賀市城内１－１０－３０ 三原　秀樹

004927001 美保テクノス（株） 米子市昭和町２５ 野津　健市

004928001 三保電機（株） 広島市西区大芝１－２４－１９ 小松　忠司

004929001 美松電気（株） 湖南市平松北２－３ 黄瀬　勇

004930001 宮川興業（株） 広島市安佐南区大町西３－１１－４２ 宮川　晃一

006478001 （株）宮川電設工業 亀岡市西つつじケ丘五月台１ー１３ー１ 宮川　忍

004931001 三宅組（株） 玉野市宇野１－１２－２１ 三宅　雅己

004932001 三宅建設（株） 倉敷市笹沖３７４－１ 三宅　博雄

004933001 三宅建設（株） 加古川市加古川町大野１２１６－１ 三宅　伸介

005803001 三宅建設（株） 小豆郡土庄町馬越甲８６９ 三宅　昭大

004934001 （株）三宅建築事務所 京都市左京区仁王門通川端東入新丸太町３７－６ 三宅　晃郎

004935001 三宅産業（株） 観音寺市坂本町７－２－１０ 三宅　慎二

004936001 三宅設備工業（株） 丸亀市葭町４８ 三宅　正人

004937001 （株）宮建築設計 徳島市福島１－５－６ 宮本　博

004938001 宮坂建設工業（株） 帯広市西１３条南１４－１－２ 宮坂　寿文

004939001 宮崎基礎建設（株） 鳴門市大麻町三俣字津久田６１－１ 宮崎　健治

004940001 宮崎建設（株） 尼崎市杭瀬北新町１－５－１１ 宮崎　健一

004941001 （株）宮崎建築設計事務所 岡山市北区今２－５－３ 宮崎　勝秀

004942001 （株）宮崎測量設計コンサルタント 高知市長浜１６３６－１ 濱田　博人

006452001 宮崎動力工業（株） 西条市下島山甲７８９番地 宮崎　英明

004943001 （有）宮嵜塗装工業 神埼市神埼町田道ヶ里２１６５－１ 宮嵜　香

006647001 ミヤジマ技研（株） 上田市下之郷２４８ 宮島　武宏

006333001 （株）宮武組 岡山市南区中畦４３３－１ 宮武　靖子

004944001 宮田建設（株） 庄原市東城町川西４７１－１ 笹尾　進

004945001 （株）宮田建設 宇和島市朝日町４－３－２５ 奥田　賢司

004946001 宮地エンジニアリング（株） 中央区日本橋富沢町９－１９ 上原　正

006277001 宮地弘商事（株） 尾道市新浜１－７－１６ 宮地　信俊

004947001 （株）ミヤデン 熊本市中央区琴平本町１２－１４ 宮崎　健一
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004948001 （株）宮西土建 高松市香川町大野７９８－４ 宮西　正治

004949001 （株）宮野電気商会 神戸市西区伊川谷町有瀬７９９－１ 宮野　隆

004950001 （株）宮原龍一ＰＬＵＳ建築設計室 周南市花陽２－１－１３ 宮原　龍一

004951001 （有）みやび建築工房 仙台市若林区荒町１４９－１－２０２ 齋藤　雅孝

004952001 （株）みやび設計 高知市土居町５－１ 竹崎　雅博

004953001 （株）ミヤビック 飯塚市飯塚６－１１ 梶原　雅彰

004954001 （株）宮本組 姫路市飾磨区英賀宮町１－１７ 宮本　活秀

004955001 （株）宮本設計 宝塚市野上１－２－７ 瀬尾　武夫

004956001 宮本鉄工建設（株） 阿南市那賀川町赤池３２６－１ 宮本　敏光

004957001 宮本電気工事（株） 京都市右京区西京極新明町７６番地 宮本　眞奈美

004958001 （株）宮本土建 南あわじ市八木寺内１２８９番地 宮本　忠博

004959001 宮本塗装工業（株） 広島市西区竜王町５－１５ 宮本　博支

005977001 （株）宮脇工業 姫路市網干区大江島３９ 宮脇　達也

004960001 （株）幸建設 池田市中川原町７４番地 東本　直人

004961001 （株）三四五建築研究所 富山市新桜町８－１ 稲葉　実

004962001 名谷園造園土木（株） 神戸市垂水区名谷町１０３９ 平井　隆太

004963001 （株）ミヨシ 勝田郡勝央町植月北１５１０ 水島　勝成

004964001 三由工業（株） 横浜市港北区篠原東２－１５ 廣田　純生

004965001 （株）三好石材 高松市牟礼町牟礼２１３９－１ 三好　正人

004966001 三好塗装工業（株） 名古屋市中村区大宮町２－５３－２ 三好　親

004967001 三代田建工（株） 倉敷市西富井１０７６－２４ 榊原　肇

004968001 （株）ミライ 福岡市博多区吉塚４－３－３７－１ 田中　国吉

006539001 （株）未来 大阪市中央区船越町２－１－１４ 村上　茂幸

004969001 みらい建設工業（株） 港区芝４丁目６番１２号 小西　武

005764001 （株）未来建設工業 大阪市鶴見区横堤１丁目１番８号 山下　謙三

006747001 （株）みらい設備事務所 横浜市西区平沼１－３９－３三石ヨコハマビル 桑田　哲平

004970001 （株）ミライト 江東区豊洲５－６－３６ 中山　俊樹

004971001 （株）ミライト・テクノロジーズ 大阪市西区江戸堀３－３－１５ 遠竹　泰

006388001 （株）ミライネクスト 福岡市博多区吉塚４－１１－１５　ＫＹビル４号室 田中　順子

006743001 （株）ミリエーコンサルタント 小浜市遠敷１－４０２ 穴太　康平

004972001 美和建設（株） 観音寺市栄町１－１－１３－５０１ 加地　教男

004973001 （株）三輪建設 大阪市北区大淀南３－５－１ 三輪　ひとみ

004974001 三和工業（有） 庄原市総領町亀谷１１０７－１ 藤原　健司

006575001 （株）麦島建設 名古屋市昭和区鶴舞二丁目１９番１０号 麦島　悦司

004975001 向内造園（株） 淡路市里３０－１ 向内　英光

004976001 武蔵野建設産業（株） 中野区鷺宮３－２２－１０ 新井　建喜

004977001 （株）武蔵野種苗園 豊島区南池袋１－２６－１０ 油木　大樹

004978001 武蔵野電設（株） 蓮田市本町８－１６ 大塚　誠

004979001 （株）夢創 今治市石井町２－３－１ 大久保　治彦

004980001 むつみ造園土木（株） 秋田市山王５－１３－３ 佐々木　創太

004981001 武藤建設（株） 長崎市浜口町１４－１０ 武藤　剛

004982001 宗像建設（株） 伊丹市西台２－２－１０ 宗像　毅

006642001 ムネサダ設備工業（株） 岡山市北区玉柏１９２５－１ 宗定　三佐雄

004983001 宗盛電気サービス（株） 広島市南区仁保１－９－１ 宗盛　文幸

004984001 村井建設（株） 高松市春日町１７３９ 多田　健一郎

004985001 （株）村井敬合同設計 新宿区西新宿３－２０－２　東京オペラシティタワー 村井　敬

004986001 村井電気（株） 宇治市五ヶ庄戸ノ内２１－８ 村井　十三雄

004987001 村岡通信建設（株） 草津市矢橋町２０７５－１ 村岡　篤

005886001 （株）ムラオ電設 岡山市北区高柳西町２２－２２ 荻野　村雄

005934001 （株）ムラカミ 高松市東ハゼ町８７７ 小西　正令

004988001 （株）村上組 高松市東ハゼ町８７７ 村上　博信

006529001 村上建設工業（株） 仙台市若林区若林７－２－８ 村上　隆樹

004989001 （株）村上建装 神戸市中央区花隈町１３－１１ 村上　肇

004990001 （株）村上工業 名古屋市南区東又兵ヱ町３－３２－２２ 藤井　美恵子

004991001 （有）村上興業 坂出市入船町１－２－２９ 村上　万磨

004992001 （株）村上工務店 神戸市兵庫区三川口町２－４－８ 村上　豪英

004993001 （有）村上設備工業 尾道市向島町４３１６－３ 村上　龍司

004994001 （株）村上電業社 豊中市庄内幸町４ー２３ー２ 村上　満一

004995001 （株）村木組 大東市野崎４－７－４６ 村木　重則

004996001 村木鑿泉探鑛（株） 名古屋市熱田区西野町１－２ 村木　秀之

005877001 村越建設工業（株） 須賀川市吉美根字土橋３９６ 村越　裕一

004998001 （株）ムラシマ事務所 金沢市泉野出町２－７－１３ 村島　外三雄

006603001 村瀬建設（株） 鳥羽市船津町２３５番地 村瀬　敬一

004999001 （株）村瀬土建 綾歌郡綾川町羽床下１０２０－１ 高橋　茂雄

005000001 ムラタ計測器サービス（株） 横浜市戸塚区秋葉町１５ 村田　叔彦

005001001 村田建築都市研究所 つくば市松代３－６－１４－Ｄ２０２ 村田　栄理哉

005002001 （株）村田設備 杉並区井草３－６－７ 高尾　直一

005003001 （株）村田相互設計 広島市中区舟入南４－２０－８ 村田　正道

005004001 （有）村地塗装 高知市北竹島町４２６－１ 村地　利雅
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005005001 （株）村中 西宮市津門飯田町４－１７ 村松　忠和

005006001 （株）ムラナカ 三好市三野町加茂野宮１３１１－１ 前川　利計

005007001 村中建設（株） 福井市日之出３－２－１ 村中　昌弘

005008001 村本建設（株） 北葛城郡広陵町大字平尾１１－１ 村本　吉弘

005009001 村本道路（株） 北葛城郡広陵町大字平尾１１－１ 松下　晴紀

005010001 （株）ムラヤマ 江東区豊洲３－２－２４ 矢倉　俊彦

005011001 （株）ムロガ 豊能郡豊能町余野６５９ 洞　剛

005012001 （有）名工企画設計 那覇市泉崎１－１２－１２ 慶佐次　操

005013001 名工建設（株） 名古屋市中村区名駅１－１－４　ＪＲセントラルタワーズ３４階 渡邉　清

005014001 （株）明興テクノス 鹿児島市小松原１－１０－８ 山ノ内　元治

005015001 名興電機（株） 岡山市中区藤崎５４９ 光亦　輝久

005016001 （株）明光電設 広島市安佐南区長束５－１６－６ 滝本　隆司

005017001 （株）明治園 伊丹市荒牧１丁目５番４号 口丸　茂幸

005484001 明治コンサルタント（株） 札幌市中央区南七条西１－２１－１ 林　雅一

005018001 明伸建設コンサルタント（株） 広島市西区観音本町１－６－１ 福原　真爾

005019001 （株）明成 宇和島市伊吹町甲１３２３－１ 佐藤　隆史

005020001 （株）明成 倉敷市黒石２５７－１ 小原　明彦

005639001 明星建設（株） 大阪市中央区中寺２－２－９上町第一ビル 清川　正明

005021001 明清建設工業（株） 京都市南区上鳥羽尻切町４ 本間　太郎

005022001 明星工業（株） 大阪市西区京町堀１－８－５　明星ビル 大谷　壽輝

005023001 明星電気（株） 伊勢崎市長沼町２２２３番地 夏村　匡

006240001 明大建設（有） 高知市西久万１８６－３ 山崎　満彦

005024001 明大工業（株） 別府市船小路町３－４３ 藤澤　正浩

005025001 （有）メイテック 神戸市北区北五葉１－１２－３６ 武内　東明

005026001 （株）明電エンジニアリング 品川区大崎３－７－９ 栗原　克己

005027001 （株）明電舎 品川区大崎２－１－１ 三井田　健

005028001 明電プラントシステムズ（株） 品川区西五反田１－１８－９ 古田　隆

005029001 （株）明防 山陽小野田市大字小野田１１３５－２９ 伊藤　博

005030001 （株）メイホーエンジニアリング 岐阜市吹上町６－２１ 尾松　豪紀

005031001 （株）明和園芸 神戸市垂水区下畑町字前田４１ 佐伯　利一

005032001 明和建設（株） 岡山市東区東平島１３９７ 黒田　正義

005656001 （有）明和工務店 尼崎市東園田町３－６８－１０ 和山　敬子

005033001 明和電気防災（株） 八尾市佐堂町１－１－４ 野澤　友秀

005034001 （株）明和美装 横浜市港北区新横浜２－３－８　ＫＤＸ新横浜ビル３階 田中　篤

005035001 （株）明和プラテック 多気郡明和町大字斎宮３５７６－３ 細渕　敏史

005036001 （株）メインサービス 大阪市西淀川区御幣島３－１６－２５ 川崎　孝

005037001 （株）メーサイ 吹田市南吹田３－１３－３ 中野　真治

005038001 目黒建設（株） 倉敷市生坂２６１－６ 目黒　晃太郎

006298001 （株）メッシュ 大阪市中央区内本町２－３－８－３０４号 小林　雄

005039001 （株）メット 堺市中区土師町４－５－１７ 時任　美幸

005040001 （株）メディアテック一心 福山市赤坂町赤坂１２７６ 眞田　奈津基

006713001 （株）メドックス 新宿区市谷本村町２－２３ 中田　利夫

005041001 メトロ設計（株） 台東区下谷１－１１－１５ 小林　一雄

005042001 （株）売布建設 宝塚市売布４－１２－３ 川口　義孝

005043001 （株）メレック 岡山市北区島田本町１丁目２番２５号 國富　郷太郎

006709001 メロン．イーストジャパン（株） 福岡市東区原田１－２０－８ 山中　智子

006125001 （株）ＭＥＬＯＮ．ＰＡＲＴＮＥＲ 福岡市東区原田１－２０－８ 山中　智子

005044001 （株）メンテック 久留米市御井旗崎１丁目１０番４２号 尾関　美知

005045001 ＭＯＧコンサルタント（株） 岸和田市宮前町２０－２０ 森石　登

005046001 （株）もちだ園芸 出雲市渡橋町３９８ 持田　正樹

005047001 （株）元木土建 三好市井川町井内東５９８０－１ 元木　啓悟

005048001 本越建設（株） 高知市瀬戸南町１－２－１２ 本越　賢弘

005049001 （株）元浜組 瀬戸内市牛窓町牛窓６４１０ 元浜　詳一

005050001 （有）元廣建築設計事務所 尾道市西御所町６－１５ 元廣　匡伸

005051001 （株）モノポリス森下組 加古川市野口町野口１３４－１０ 森本　和彦

005053001 （株）森井屋建装 高松市岡本町７３９－１ 森井　隆行

005054001 （株）森エンジニアリング 桐生市広沢町６－２６８－１ 森　末廣

005055001 （株）森岡組 五條市住川町９１－５ 川田　昌宏

006075001 （株）森賀建設 新居浜市萩生１３０７－１ 森賀　貞和

005056001 森川ガーデン（株） 観音寺市高屋町１０８１－１ 森川　慎太郎

005057001 （株）森川建設 小松島市中田町字浜田１－２ 森川　融

005058001 （株）森川鑿泉工業所 摂津市千里丘１－６－１７ 森川　俊英

005472001 （株）森川塗建 津市美川町１－８ 森川　和則

006149001 （株）森京介建築事務所 渋谷区代々木１－２－９ 森　実

005059001 （株）森組 大阪市中央区道修町４－５－１７ 吉田　裕司

005060001 （株）森建工事 岡山市南区青江６－６－２４ 森　祐太

005061001 森建材（株） 三豊市詫間町詫間３３７－４ 森　公三

005062001 森建設（株） 大阪市中央区上町１－１２－１７ 森　康雄

005063001 （株）森崎組 赤穂市東浜町６１ 森崎　祐輔
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005064001 森崎建設（株） 阿南市新野町新富８２番地１ 森崎　善人

005065001 森崎工業（株） 坂出市築港町１－４－６ 森崎　敏彦

005066001 （株）森産業 高梁市弓之町１８ 小坂　顕太郎

005067001 （株）森下建設 淡路市塩尾２１１ 森下　実和

005068001 （株）森下電設工業 広島市安佐南区川内５－２１－２２ 森下　治

005069001 （株）森末組 綾歌郡宇多津町２２２２－２ 森末　收洋

005070001 （有）森清建設 海南市小野田８７３ 藤川　泰佑

005071001 （株）森造園 高松市御厩町１２９４－１ 森　茂

005072001 （株）モリタ 大津市打出浜６－９ 井上　博隆

005671001 （株）森隆建設工業 阿南市富岡町西池田口４－７ 森本　美都

005073001 モリタ工業（株） 松江市古志原５ー１５－１３ 森田　光則

005074001 （株）森田工務店 丹波市氷上町横田５８４－５ 足立　信二

005722001 （有）森田電設 京都市伏見区三栖向町７６５番地 森田　晋矢

005075001 森田緑化（株） 徳島市入田町海先８７－１ 森田　真輔

005076001 （株）森長組 南あわじ市賀集８２３ 森　宏文

005077001 （株）森津工務店 丹波市山南町小野尻３３４－１ 森津　英三

005078001 森電気工業（株） 京丹後市網野町島津２９６１ 森　政博

006645001 （株）森藤工業 勝田郡奈義町荒内西１３０－２ 森藤　修平

005079001 （株）森塗装 岐阜市南鶉７－７６－１ 森　浩

005080001 （株）森長工務店 大阪市旭区中宮１丁目１番１１号 森長　敬

005081001 森長電子（株） 金沢市福増町南１１９５ 斉田　儀一

005082001 （株）森永土木 岡山市南区藤田６８４ 森永　和義

005083001 （株）森野 江東区東砂５－９－９ 森野　克制

005084001 （株）守乃宮 阿南市見能林町東野１－５ 守宮　官教

005085001 （有）森英興産 交野市南星台２―１―２ 森　英介

005086001 （株）森村設計 目黒区中目黒１－８－８ 森村　潔

005087001 （株）森本 喜多郡内子町内子５７５ 森本　誌朗

005088001 （株）森本組 真庭市落合垂水７４５ 森本　浩行

005089001 （株）森本組 大阪市中央区南本町２－６－１２ 小林　宗二

005766001 （株）森本組 広島市西区中広町３－２２－１２ 森本　研司

005090001 （株）森本工務店 倉敷市玉島勇崎１０２６ 森本　一

005091001 （有）森本造園 橿原市鳥屋町９－１５ 森本　豊

005092001 （株）森本測量設計 豊中市庄内幸町２－１５－１ 森本　光廣

005093001 森本緑地建設（株） 徳島市入田町海先４３５－１ 森本　実延

005094001 森安建設（株） 勝田郡奈義町柿４－１ 馬場　照幸

005095001 森山建設（株） 津山市上横野４２３８ 森山　真一

005789001 （株）森山電機製作所 富山市今木町１番１号 森山　真人

005816001 モリヤマ電機通信工業（株） 神戸市東灘区本山中町３－６－２２－１０３ 森山　実

005096001 守谷輸送機工業（株） 横浜市金沢区福浦１－１４－９ 守谷　貞夫

005097001 （株）八起電気工事 倉敷市南畝５－１１－１ 眞田　真行

005098001 （株）ヤオシン 丹波市柏原町挙田１０２ 矢尾　孝夫

005099001 （株）ヤオテック 大田区蒲田本町二丁目１５番１号 森川　久

005100001 矢木コーポレーション（株） 長野市真島町川合２０３６番地 矢木　健一

005101001 （株）八木設備企画 松山市桑原２－１３－３２ 八木　長

005102001 （株）柳沼建設 横浜市瀬谷区下瀬谷３－１５－３ 柳沼　芳光

005924001 柳生企工（株） 徳島市西須賀町東開３３－５ 柳生　憲二

005103001 柳生設備（株） 大阪市北区南森町２－４－３２ 福地　文雄

005702001 柳生内装建設 大和郡山市北鍛冶町２２ 柳生　眞孝

005104001 八雲建設（株） 神戸市北区山田町福地字三京１１ 松本　将志

006021001 （株）ヤシマキザイ 中央区日本橋兜町６番５号　兜町第６平和ビル 高田　一昭

005105001 （株）八嶋組 淡路市仁井２－３ 八嶋　秀和

005106001 八洲電機（株） 港区新橋三丁目１番１号 太田　明夫

005107001 （株）八洲電業社 さいたま市北区日進町３‐３７‐１ 吉村　光司

006132001 （株）安井建築設計事務所 大阪市中央区島町２－４－７ 佐野　吉彦

006789001 安川オ－トメーション・ドライブ（株） 行橋市西宮市２－１３－１ 中川　次郎

005108001 （株）安川電機 北九州市八幡西区黒崎城石２－１ 小笠原　浩

005109001 （株）ヤス測量設計 姫路市白鳥台２－１２－３ 中谷　頼風

005110001 ヤスダエンジニアリング（株） 大阪市浪速区塩草３－２－２６ 安田　京一

005111001 安田産業（株） 岡山市南区三浜町１－１－１８ 安田　猛男

005112001 安田電機（株） 中津市大字島田４２３－８ 安田　雅豊

005113001 安場建設（株） 神戸市北区八多町附物７５５－１ 安場　義明

005114001 （株）安福住設 明石市大久保町大窪１５１９－７ 安福　良二

005115001 （株）安福冷暖 神戸市西区上新地１－１－６ 安福　元則

005116001 保道建設（株） 三原市宮沖２－７－１ 保道　茂樹

005117001 （有）安本設計事務所 倉吉市八屋１９８－７ 山下　正喜

005118001 （有）ヤタカ 岡山市南区箕島２３８－３ 小田上　徹

005119001 矢田工業（株） 郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 成田　正樹

005120001 矢田造園建設（株） 京都市南区吉祥院里ノ内町８４番地 松本　明

005121001 八千代エンジニヤリング（株） 台東区浅草橋５－２０－８ 出水　重光
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005122001 （株）八千代組 阿南市富岡町内町２１１ 森本　則明

005918001 （株）八千代製作所 杉並区高円寺南５－２０－６ 鈴木　繁雄

005123001 八千代電設工業（株） 大阪市中央区森ノ宮中央１－１－３８ 冨永　昌雄

005125001 八ッ橋設備（株） 会津若松市桧町２－３ 八ッ橋　善朗

005126001 （株）やなぎ建築設計事務所 岡山市中区高屋１８３－１ 土田　利行

005127001 （株）柳島寿々喜園 墨田区業平５－１２－１６ 鈴木　義人

006716001 （株）矢野青山建築設計事務所 松山市緑町１－２－１和光会館１－Ｂ 矢野　寿洋

005128001 矢野建設（株） 大阪市中央区南船場１－１６－１３ 矢野　勇治

005129001 矢野建築設計事務所（有） 松江市上乃木４－１－８ 矢野　敏明

005130001 （株）矢野興業 宮崎市橘通西５－１－２３ 矢野　智久

005131001 （株）ヤノコーポレーション 岸和田市西大路町２１番地 矢倉　賢三

005132001 矢野電設（株） 水戸市河和田町３４４９－２ 矢野　宏

005133001 矢作建設工業（株） 名古屋市東区葵３－１９－７ 高柳　充広

005134001 ヤハギ道路（株） 豊田市小坂本町１－５－１０ 櫻井　正典

005135001 ヤハギ緑化（株） 名古屋市東区葵３－１９－７ 舩橋　太道

005136001 八幡建設測量（株） 姫路市飾磨区中島１２６４－１ 八幡　憲治

001068001 （株）籔内建設 高松市屋島西町１９３２－９ 籔内　清二

005137001 （株）山内工業 今治市本町７ー３ー３５ 山内　完仁

005138001 （株）山内工業 倉敷市中畝３－１２－３７ 山内　勇

005139001 （株）山沖建設 四万十市楠島１０３３番地 山沖　修

005140001 山形電気（株） 大阪市北区大淀南３－７－１０ 植木　直史

005141001 山勝工業（株） 神戸市須磨区須磨浦通５－６－１７－１００２ 山本　高嗣

005855001 （株）山川 綴喜郡井手町大字井手小字合薮７６ 山川　数也

005142001 ヤマキ産業（株） 広島市佐伯区五日市町大字上河内７４９ー３ 山本　竜生

006616001 （株）山北土木 明石市二見町西二見２９７－１ 山北　健介

005143001 山口建設工業（株） 北九州市八幡西区夕原町６番５号 森　義大

005144001 （株）山口商会 神戸市中央区二宮町３ー１０ー１２ 武田　信二

006632001 （株）山口松樹園 山口市大内千坊２－５－１ 岡本　秀一

005145001 （株）山口電機 加古川市米田町船頭５２３－１ 山口　雅也

005146001 ヤマケンビルテックサービス（株） 山形市北山形２－１－５ 庄司　時雄

005147001 （株）山幸 田辺市朝日ヶ丘１７－１４－１０１ 杉若　貴之

005148001 （株）山越 名古屋市西区則武新町一丁目３番５号 相澤　宏暢

005149001 （株）山崎建設 武雄市橘町大日８２９２ 山崎　虎次

005150001 山崎建設（株） 福山市霞町３－２－２３ 山崎　育洋

005151001 山崎建設（株） 福井市江守中町７－１７ 山崎　哲嗣

005152001 （株）山崎興業 神戸市兵庫区七宮町１－２－３ 山崎　賢三

005153001 （株）山崎砂利商店 大津市浜大津４－７－６ 山崎　公信

005154001 （株）山崎設計 京都市中京区蟷螂山町４６６ファヴィエ四条西洞院３１０号 山崎　友也

005155001 山崎電機（株） 高松市円座町５４５－１ 山崎　俊博

005156001 （株）山崎塗装店 福井市文京２－２－１ 小林　俊明

005157001 （株）山産 山口市小郡下郷２１８９ 伊東　洋

006410001 山下工業（株） 倉敷市堀南９８２－１６ 山下　智教

005159001 （株）ヤマシタ工務店 郡上市大和町剣１７６０ 山下　健一

005160001 山下産業（株） 福山市入船町２丁目８－１ 前田　功行

005161001 （株）山下設計 中央区日本橋小網町６－１ 藤田　秀夫

005162001 （株）山下テクノス 中央区新川１－２－１２ 山下　稔

005163001 山下電機（株） 高知市神田９５５－１８ 山下　裕

005164001 やました電業（株） 洲本市納３１７ 山下　裕次

005165001 （株）山下ピー・エム・コンサルタンツ 中央区明石町８－１　聖路加タワ－２９階 川原　秀仁

006122001 （株）山下ＰＭＣ 中央区明石町８－１　聖路加タワー２９階 川原　秀仁

005166001 山下林業（株） 高松市国分寺町新居１９５ー３ 山下　達也

005167001 山品建設（株） 京都市西京区桂南巽町３０番地 山品　雅裕

005168001 （株）山地緑化センター 高松市鬼無町鬼無７１８－１ 山地　信弘

005169001 山城土木（株） 名古屋市緑区浦里３－３９ 松山　茂浩

005170001 （株）山設計工房 千代田区九段北１－１０－１ 照沼　博志

005171001 （株）山全 三好市池田町白地井ノ久保９２９－２ 牛尾　正治

005834001 （株）山善工務店 高知市円行寺１７６９番地７ 岡崎　薫

005172001 （株）山装 松山市保免上１－１５－１９ 山本　明利

005173001 ヤマダインフラテクノス（株） 東海市名和町二番割中５－１ 山田　博文

005865001 （株）ヤマタカ 大阪市北区豊崎５－６－１０ 藤城　瑞人

005174001 （株）山高工務店 大阪市北区長柄中１－４－７ 渡辺　義男

005175001 （株）山田組 名古屋市中川区戸田５－１２１３ 山田　厚志

005176001 山田組建設（株） 高松市築地町９－１３ 山田　守雄

005177001 （株）山田建築事務所 岐阜市岩田西１－９６ 山田　純也

005178001 （株）山田工務店 神戸市中央区雲井通４－１－３ 山田　俊治

005179001 （株）山田綜合設計 大阪市中央区大手通３－１－２ 深尾　元詞

006618001 山田電建（株） 徳島市末広二丁目１－１０６ 塚田　英雄

005180001 （有）山田塗装工業所 西条市神拝乙１３５－３ 山田　順

005181001 （株）山田守建築事務所 千代田区岩本町３－２－１ 宮原　浩輔
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006576001 山忠建設（株） 紀の川市貴志川町丸栖１２７３ 楠本　成吾

006293001 （株）ヤマテツ 加古郡播磨町二子１９６－２ 谷口　清史

005182001 （有）ヤマテック 大阪市住之江区西加賀屋４－７－２２ 山本　武

005183001 （株）ヤマデン 姫路市東夢前台１－３－３０ 下山　英毅

005184001 山電工業（株） 松山市下伊台町乙３１８－５ 山崎　雅子

005185001 （株）ヤマト 前橋市古市町１１８ 町田　豊

005186001 （株）大和組 横手市平和町１０－３０ 大和　康範

005187001 大和建設（株） 和泉市池田下町１２１－１ 大和　豊一

005615001 大和建設（株） 倉敷市水島北緑町８－１５ 片山　博文

005188001 大和建設工業（株） 観音寺市村黒町７７６－８ 小畑　孝一郎

005189001 大和工業（株） 仙台市宮城野区扇町７－３－４３ 高橋　章

005190001 （株）大和興業 西宇和郡伊方町湊浦８７５番地 佐藤　文一

005191001 ヤマト工業（株） 大阪市港区市岡１－２－１９ 山戸　一悟

005192001 大和製衡（株） 明石市茶園場町５－２２ 川西　勝三

006744001 （株）ヤマト測研 八尾市渋川町６－３－３３エクセルハイツ１－１０３ 山田　和雄

005193001 大和電気工事（株） 福山市松浜町１－１－８ 梅澤　誠司

005194001 ヤマトプロテック（株） 港区白金台５‐１７‐２ 乾　雅俊

005195001 （株）山都屋 岡山市中区門田文化町２－１１－５１ 内山　淳

005196001 （株）山寅組 京丹後市峰山町安２０４－７ 井上　敏

005698001 ヤマト緑地建設（株） 倉敷市西富井１０７６－２４ 山下　桃子

005197001 （有）ヤマナカ 宇和島市津島町上畑地甲１８０９ 山中　健二

005483001 （株）山中建設 朝来市石田３６１ 山中　忠守

005198001 （株）山中造園コンサルタント 豊中市曽根南町２－９－８ 山中　久男

005199001 山梨建築設計監理事業（同） 甲府市丸の内１－１４－１９ 佐野　正秀

005200001 （有）ヤマニシ 御坊市薗６５－１ 山西　智之

005942001 （株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成

005201001 山根建設（有） 江田島市大柿町柿浦乙２３４６－７ 山根　修

005202001 山野設備工業（株） 丸亀市田村町１１３２ 山野　元春

005203001 （株）山羽造園 神戸市北区幸陽町３－１５－１６ 山村　静男

005204001 （株）ヤマヒロテクノサービス 西宮市門戸荘２－１８－１０４ 横山　裕行

005205001 （有）山村組 大津市荒川２４０番地 山村　剛一

005206001 （株）山村建設 亀岡市南つつじケ丘大葉台１－２３－８ 高木　豊

005207001 山本基礎工業（株） 甲府市城東１－３－８ 山本　武一

005807001 （株）山本組 朝来市山東町早田３３８ 山本　政廣

005208001 山本組建設（株） 大阪市東淀川区豊里２－９－８ 山本　併市

005209001 （株）山本グリーン建設 三豊市山本町河内３３５－４ 高田　泰成

005210001 山本建設（株） 松山市井門町１５０８番地２ 山本　太平

005211001 山本建設（株） 綾歌郡宇多津町２６１１－３ 山本　浩史

005212001 （株）山本建設 喜多郡内子町内子２０７７ 長岡　健次

005213001 山本建設工業（株） 大阪市港区田中２－１２－３０ 山本　鐘明

005214001 山本健土木興業（株） 高市郡高取町丹生谷５７－２ 山本　成一

005215001 （株）山本工務店 出雲市平田町７６６８ 山本　恭則

005216001 （株）山本工務店 松原市新堂５－２６０ 山本　博史

005217001 （株）山本工務店 津山市横山３９９－１ 山本　幸治

005218001 山本産業（株） 姫路市北条永良町１３８ 山本　周作

005219001 （株）山本商会 松山市三番町７丁目８番地１ 山本　省三

005220001 （株）山本設計 神戸市中央区二宮町４－１１－１０ 山本　康一郎

005221001 （株）山本造園土木 松山市平井町３１５７－８６ 山本　正聡

005222001 （株）山本総合補償コンサルタント 海南市鳥居２１０－６２ 山本　俊之

005223001 （株）山本測量事務所 神戸市中央区下山手通７－４－１４ 山本　大介

005224001 （株）山本定樹園 大阪市北区与力町４－８ 山本　学

005847001 （株）山本土建 富田林市喜志町５－４－３３ 山岸　正人

005225001 （株）山本塗装店 姫路市中地６２６ 山本　哲也

005226001 （有）山本防水工業 善通寺市善通寺町２５５０ 山本　幸男

005227001 （株）山森工業 金沢市東蚊爪町１－７６－４ 山森　貴之

005228001 山和建設（株） 西置賜郡小国町大字町原９３－１ 小山　剛

006474001 ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪市北区鶴野町１－９ 山本　哲也

006076001 ヤンマーグリーンシステム（株） 大阪市北区鶴野町１－９　梅田ゲートタワー 森山　弘寿

005474001 ユアサエムアンドビー（株） 大阪市北区中之島３－３－２３ 松田　憲二

005730001 ユアサクオビス（株） 千代田区神田錦町１－８ 折戸　英伸

005229001 （株）湯浅建設 松戸市日暮５－２５ 湯浅　健司

005230001 湯浅工業（株） 高松市鶴市町２００４－２３ 湯浅　克宏

005231001 湯浅コンサルタント（株） 京都市中京区富小路通二条下る俵屋町１９５ 湯浅　博之

005232001 （株）ユアテック 仙台市宮城野区榴岡４－１－１ 太田　良治

006526001 由井建設工業（株） 足立区千住３－６－１２－６０１号 砂崎　裕史

005233001 （株）唯設計 港区西麻布２－１１－２ 日野　秀明

005234001 由井電気工業（株） 渋谷区代々木２－１１－２ 由井　健太郎

006176001 （株）ユーアール補償技術研究所 郡山市八山田５－４２３ 紺野　健二

005235001 （株）ＵＲリンケージ 江東区東陽２－４－２４ 西村　志郎
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005236001 （株）友栄建設 熊本市東区花立３－５－２ 増田　久美

005237001 （株）游亀 松山市南江戸２－６６０－１ 西山　由紀

005238001 雄健建設（株） 大阪市天王寺区上本町５－１－５ 三井　正雄

005239001 雄健工業（株） 玉名郡長洲町名石浜３５番地５ 出井　健太郎

005240001 （株）友興組 神戸市須磨区妙法寺字廿苅１１２５－１ 安藤　文久

006392001 ユージー技建（株） 瀬戸内市牛窓町鹿忍４５４４－５ 植木　文章

005241001 （株）有伸 東大阪市豊浦町１７－２３ 飯田　みさえ

006097001 （株）雄新地質コンサルタント 松山市大橋町２６１－１ 大石　徹

005242001 （株）ユーズ 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 井上　繁巳

005243001 （株）ＵＤＩ 枚方市牧野本町１－３８－１３ 中野　榮子

005244001 ユーディーアイ確認検査（株） 柏市東上町８－２５ 田辺　惠善

005580001 （株）Ｕ・Ｔ・エンジニアリング 福岡市博多区博多駅南２－８－３５ 原口　照章

005245001 （株）ユーディケー さいたま市浦和区岸町５－７－１１ 関根　信次

005246001 （株）ユーテック 佐用郡佐用町安川２０５－１ 森崎　悠爾

005247001 （株）ユーテック さいたま市西区三橋５－１８３４－１ 細田　英明

005248001 （株）ユーテック 大阪市鶴見区放出東３丁目２１番２０号 奥村　裕子

005249001 （株）有電社 新宿区西新宿７－７－３０ 伊丹　一弘

005250001 （株）雄電社 品川区旗の台二丁目８番２１号 小島　兼隆

000529001 ＵＢＥマシナリー（株） 宇部市大字小串字沖ノ山１９８０番地 宮内　浩典

005251001 ユーロフィンＥＡＣ（株） 横浜市金沢区幸浦２－１－１３ 一柳　淳一

006146001 ユーロフィン環境総合研究機構（株） 浜松市北区都田町９１６５－２ 松本　政哲

005252001 ユーロフィン日本環境（株） 横浜市金沢区幸浦２－１－１３ 木村　克年

005253001 ユーロフィン日本総研（株） 浜松市南区西島町１６２２ 松本　政哲

005254001 （株）祐和不動産鑑定士事務所 徳島市川内町平石夷野１７６ 阿部　祐一郎

005255001 ユカロン札幌（株） 札幌市東区伏古３条５－４－７ 中川　昇

005256001 （株）湯川組 広島市南区旭１－１１－７第２旭ビル３Ｆ 谷　勝美

006355001 （株）湯建工務店 大田区大森西２－３２－４　湯本ビル２階 大関　泰子

005967001 （株）豊隆機器サービス 板橋区徳丸６ー３７ー２ 岸田　耕治

005257001 （株）豊建築事務所 港区南青山１－１５－１４ 田中　秀朗

005258001 豊工業（株） 諫早市福田町４７－１５ 小川　清治

005259001 （株）豊工業所 和歌山市雑賀崎２０２１－９ 久保　晋典

006601001 （株）ユナイティヴ 岡山市北区平和町７－１６　２Ｆ 上西　哲郎

005260001 （株）ユニ・アート設計事務所 さいたま市南区根岸１－１５－６ 木川　真

005261001 ユニアデックス（株） 江東区豊洲１－１－１ 東　常夫

005262001 （株）ユニオン 岐阜市西河渡２－５７ 村橋　塁

005263001 （株）ユニオンテック 堺市西区浜寺船尾町西４－５３９－１ 西原　健二

005264001 （株）ユニオンリサーチ 大阪市西区京町堀１－６－２ 小笠　博幸

005265001 （株）ユニコン 松山市平井町甲２１９１ 真鍋　孝次

005266001 （株）ユニテック 札幌市中央区宮の森二条１－７－２　宮の森ＫＬビル 宮川　誠一

005267001 （株）ユニテック さぬき市造田乙井１５４番地１ 山本　一也

005268001 （有）ユニテック 三木市大塚２－３５８－１ 神行　美佳

006636001 （株）ユニバーサル建設 大阪市中央区本町２－６－１０本町センタービル６階 境田　健宏

005269001 （株）ユニバァサル設計 相模原市南区旭町１０－１７ 西倉　哲夫

005270001 （株）用地・環境調査センター さいたま市浦和区岸町７－６－１３ 大久保　輝幸

006594001 （株）洋武建設 伊予郡砥部町五本松３２２ 永木　克治

005271001 洋林建設（株） 周南市平和通１－２６ 小松　透

005272001 （株）横内造園 四国中央市金生町下分３０９ 横内　文行

005273001 （株）横河ＮＳエンジニアリング 神栖市砂山１６－５ 齊藤　功

006023001 横河商事（株） 品川区西五反田３－６－２１住友不動産西五反田ビル２Ｆ 溝渕　毅

005274001 横河ソリューションサービス（株） 武蔵野市中町２－９－３２ 八橋　弘昌

005276001 （株）横河ブリッジ 船橋市山野町２７ 高田　和彦

005277001 横田建設（株） 仁多郡奥出雲町下横田１０５－５ 大谷　誠二

005278001 横田建設（株） 丸亀市城東町１－４－１ 横田　昌宏

005279001 （株）ヨコタテック 大阪市浪速区桜川１－１－３２ 小路　博之

005280001 横浜植木（株） 横浜市南区唐沢１５番地 伊藤　智司

005281001 横浜エンジニアリング（株） 横浜市中区万代町１－２－１２ 草島　豊

005282001 （株）横浜コンサルティングセンター 横浜市港北区新横浜２－３－１９ 小野寺　恒夫

005283001 横浜庭苑（株） 横浜市青葉区荏田北１－３－１２ 土志田　淳

005284001 （株）横浜テクノス 横浜市鶴見区鶴見中央４－２９－１７ 佐藤　あけみ

005285001 横浜塗装工業（株） 横浜市鶴見区鶴見中央２－８－２８ 立澤　明

005286001 横浜防災（株） 横浜市神奈川区神奈川本町３－６　土屋ビル２０４ 渡邉　淳一

005287001 （株）横本組 倉敷市新田２３０４番地 横本　竜一

006025001 （株）ヨコモリ 渋谷区笹塚３－３３－４ 横森　英俊

005288001 （株）横山基礎工事 佐用郡佐用町真盛３８５－２ 横山　弘介

005289001 横山電気（株） 岡山市中区小橋町１－５－１３ 横山　博司

005290001 （株）吉岡組 板野郡藍住町徳命字前須東３８－１ 吉岡　誠治

005291001 吉岡建設（株） 高槻市郡家新町４１－２ 吉岡　隆一

005292001 （株）吉金畳商店 東大阪市荒川１－１５－１６ 吉金　英明

005293001 （株）吉川組 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１６ 中澤　哲夫
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005584001 （株）吉川組 尼崎市武庫之荘本町３－１１－２０ 吉川　壽一

005294001 吉川建設（株） 飯田市松尾町２－２５ 吉川　昌利

005295001 （株）ヨシカワ設備 高知市薊野西町１－２４－１０ 芳川　清

005296001 （株）吉田組 姫路市広畑区正門通３－６－２ 壺阪　博昭

005297001 （株）吉田組 神戸市中央区東雲通１－３－１７ 吉田　浩三

005577001 （株）吉田組 綾歌郡宇多津町２６２８－８９９ 中野　盛太郎

005298001 （株）吉武工務店 今治市延喜甲２４９番地４２ 吉武　誠治

005299001 吉田建設（株） 綾部市並松町上番取３７－４ 吉田　博美

005300001 吉田建設（株） 今治市美須賀町２－１－２ 吉田　透

005301001 吉田工業（株） 京田辺市山手東１－６－２ 開原　菜稲美

005302001 （株）吉田測量設計 盛岡市仙北１－３－１３ 吉田　久夫

005303001 （有）吉田電気 熊本市南区平田１－１４－２７ 吉田　誠

005304001 （株）ヨシダ電業 尾道市御調町丸門田２７９－２ 吉田　憲善

005996001 吉田電設（株） 塩竈市旭町２０－２３ 吉田　博

005305001 （株）吉田正志建築設計室 渋谷区神宮前６－１９－１６　越一ビル８階 吉田　正志

005726001 （株）ヨシデン 寝屋川市香里本通町１１－１８ 吉岡　実晃

005739001 （株）吉永土木 鹿児島市新栄町２０－７ 吉永　浩

005306001 吉成建設（株） 鳴門市撫養町小桑島字前浜２５９－１ 吉成　裕司

005307001 （株）吉野組 吉野郡上北山村小橡３９７－１ 金山　かよ子

005308001 吉野電設（株） 府中市宮町２－１６－４第１本多ビル２Ｆ 平本　広昭

005309001 吉原建設産業（株） 八尾市竹渕東３－５１ 吉原　和希

005310001 （株）吉原塗装店 岡山市南区妹尾４０１１番地１ 高木　尚毅

005746001 吉見建設（株） 丹波市市島町上竹田１０１０ 井上　晴雄

005311001 吉村建設工業（株） 京都市中京区西ノ京小倉町１３５ 吉村　良一

006531001 （有）ヨシモト 宇和島市坂下津甲４０７－４０ 吉本　宏道

005312001 （株）吉本園芸 和歌山市吉礼８１－２ 吉本　忠生

005313001 （株）予州興業 四国中央市川之江町２５２９－３４ 三好　正忠

005314001 （株）四ッ橋組 神戸市西区森友５－５３－１ 四ッ橋　次雄

005315001 （株）四ツ葉塗装 高知市昭和町２３－１５ 川瀬　勇亀

005316001 （株）四元音響設計事務所 北九州市小倉南区大字山本２７６－４ 藤田　啓晴

005317001 （株）淀川アクテス 大阪市東淀川区豊新３－２５－１８ 池田　幸義

005318001 淀川地所（株） 貝塚市津田北町８－１１ 橋本　篤宗

006653001 （株）米北測量設計事務所 今治市東村南２－２－２９ 越智　啓文

006179001 （有）米沢建築設計事務所 高松市浜ノ町６０－２５－３０６ 米澤　巧

005319001 （株）ヨネダ 福知山市字堀小字道場２４３３ 米田　洋一

005320001 米谷建設（株） 新居浜市新田町１－２１－２７ 米谷　正人

005321001 寄神建設（株） 神戸市兵庫区七宮町２－１－１ 寄神　正文

005322001 （株）頼白組 大阪市中央区南本町３－６－６ 重里　史人

005323001 ヨリフジ建設（株） 加東市下久米１０４４ 依藤　桂一

005324001 （株）四建プラント 丸亀市川西町北８６１ 佐野　啓二

005325001 （株）四航コンサルタント 高松市上福岡町２０５７－６ 森本　美樹

005326001 四電エンジニアリング（株） 高松市上之町３－１ー４ 原田　雅仁

005327001 （株）四電技術コンサルタント 高松市牟礼町牟礼１００７－３ 野村　喜久

005328001 （株）四電工 高松市花ノ宮町２－３－９ 関谷　幸男

005711001 （株）ライオン事務器 中野区東中野２－６－１１ 高橋　俊泰

005329001 （株）ライズ 川崎市麻生区上麻生１－１０－１　シャト－レ新百合１０１ 三國　秀樹

005330001 （株）ライズテクノサービス 貝塚市橋本４２－５ 藤野　一博

005331001 （株）ライト 生駒郡三郷町立野南３－４－１ 下村　修一

006157001 （株）ライト建築設計事務所 長崎市川口町９－１４ 中野　善弘

005332001 ライト工業（株） 千代田区九段北４－２－３５ 阿久津　和浩

005333001 （株）ライト産業 徳島市末広５－３－３３ 中條　宏太

005334001 （株）ライト設計 熊本市中央区京町本丁８－１２ 今坂　晋典

005335001 （株）ライト設計コンサルタント 松山市市坪北１－１６－１０ 松本　清作

006447001 ライナーワークス（株） 京都市伏見区表町５８５ 鴨田　喜義

005336001 （株）ライブアップ 大阪市東住吉区桑津１－２１－２ 中西　敏幸

005337001 （株）ライフ計画事務所 江東区亀戸６－５８－１２ 金子　隆行

006775001 （株）Ｒａｉｎｇ 堺市堺区北庄町３－１－５ 白井　健太郎

005338001 ラインファルト工業（株） 堺市堺区宿屋町西３－１－６ 秦　浩二

005339001 （株）洛栄建設 京都市中京区壬生朱雀町２７－１ 今井　章一

005340001 （株）洛東相互建設 京都市左京区田中玄京町５７番地 神農　愼吾

005341001 （株）洛北造園 京都市中京区壬生花井町３番地 河原　義明

005342001 ラソス（株） 横浜市港南区日野南１－１－４ 磯崎　隆宏

005343001 ラソス川崎（株） 川崎市多摩区登戸新町３７６－１アーバンいづみ１０２ 磯崎　千絵

005344001 ラックス建設（株） 福山市曙町４－３－１８ 山田　哲矢

005345001 （株）ラックランド 新宿区西新宿３－１８－２０ 望月　圭一郎

005346001 （株）ＬＡＴ環境設計 広島市西区庚午北２－１－４ 青木　成夫

006049001 （株）ラピスネット 神戸市東灘区向洋町西３－１－１０ 河本　誠

006679001 （株）ランズ計画研究所 横浜市西区北幸２－１０－３６ 川島　保

005347001 （株）ランテック 大阪市城東区成育２－７－２ 岡　浩二
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005348001 （株）ランテック計画事務所 大阪市中央区船越町２－４－６　船越センタービル 大原　悟

005349001 （株）ランド 堺市西区鳳東町七丁８２２光大ビル３０３号 奥田　琢

006117001 ランドシステム（有） 北見市柏陽町５５７－１４３ 秋吉　誉治

005350001 ランドブレイン（株） 千代田区平河町１－２－１０ 吉武　祐一

006180001 （株）リーズ 練馬区桜台２－３９－３ 小川　伸二

005352001 （株）リオプラン 丹波市青垣町西芦田９９２－６ 足立　恵子

005353001 （株）理化 宇部市大字妻崎開作１０５０番地 石原　寛

005354001 （株）リキョー 神戸市中央区北長狭通４－６－８ 李　蓮玉

005713001 （株）ＬＩＸＩＬ 江東区大島２－１－１ 大坪　一彦

006521001 （株）ＬＩＸＩＬトータルサービス 江東区大島２丁目１－１ 牧野　秀樹

006581001 （株）陸正 福山市御幸町大字中津原７６７－１ 大熊　玲子

005920001 （有）陸正開発 倉敷市連島１－１７－１９ 大熊　正嗣

005355001 （株）陸地コンサルタント 東広島市西条大坪町８－２７ 佐々木　仁志

005356001 （株）陸地測量設計 徳島市佐古四番町８－３ 佐山　勝一

005357001 （株）理研グリーン 静岡市駿河区中村町２－３ 篠原　卓朗

005358001 （株）理研分析センター 鶴岡市道形町１８－１７ 菅原　幸司

005359001 利晃建設（株） 堺市北区南花田町３２－１ 西田　友幸

005351001 （株）リ・コート 吹田市穂波町２５－１１嶋本マンション１階 田中　宏和

005360001 （株）リコーム 高松市鶴市町５７０－１ 岡村　浩司

005361001 理水化学（株） 大阪市北区南森町１－４－１０　理水ビル 森川　浩

005362001 （株）利水社 金沢市東蚊爪町１－１９－４ 市山　勉

005363001 （株）リック 那覇市久茂地２－１４－１　５Ｆ 永田　和生

006773001 リッツ（株） 福山市南本庄２－８－２６タローズ南本庄１階 川原　章寛

005364001 リテックエンジニアリング（株） 港区赤坂６－４－２ 田辺　寛明

005365001 （有）リバーツリー開発 神戸市中央区磯辺通四丁目１番８－７０５号 川木　登紀子

005366001 リフレックス（株） 大阪市都島区片町２－１１－１９ 別所　亨

005367001 （株）隆栄建設 堺市堺区海山町２－１２３ 嘉陽　利明

005368001 琉球建設コンサルタント（株） 浦添市伊祖１－３２－８ 中島　良秀

005369001 龍華土建工業（株） 八尾市太子堂４丁目３－１５ 裏野　繁

005370001 （株）隆建 神戸市兵庫区永沢町３－２－２３ 片倉　隆志

005371001 立建設（株） 姫路市西延末２６９－６ 井上　浩二

005372001 菱機工業（株） 金沢市御影町１０－７ 北川　雅一朗

005373001 菱信工業（株） 名古屋市中村区名駅３丁目大名古屋ビルヂング１８階１８０５区 池上　裕介

005374001 菱星システム（株） 尼崎市北初島１６－４ 戸ノ本　雅三

005375001 菱電エレベータ施設（株） 新宿区市谷砂土原町２－４ 林　良春

005376001 （株）菱熱 福岡市博多区博多駅南１－８－１３ 亀井　英次

005377001 菱和工業（株） 渋谷区渋谷１－５－６ＳＥＭＰＯＳビル１階 三浦　浩

006387001 （株）リョーケン 四日市市芝田１ー６ー７ 寺本　弘幸

005378001 （株）緑景 大阪市中央区上汐１－４－６ 瀬川　勝之

001494001 （株）緑研 熊本市東区佐土原１－１６－３７ 佐土原　博

005887001 （株）緑翠園 神戸市須磨区妙法寺岩山１０５４－４ 藤島　健一

005379001 緑水興業（株） 練馬区高野台２－１６－１３ 田中　耕作

005380001 （株）緑生研究所 調布市小島町２－４０－１０ 長谷　研次

005381001 （株）緑創 神戸市西区池上３－１－５－８０４ 常岡　正樹

005382001 （株）緑化コンサルタント 徳島市幸町３－２３－１ 瀬戸　信之

005383001 （有）緑化サービス 倉敷市児島上の町３４２５－２０ 橘　健一

005384001 りんかい日産建設（株） 港区芝２－３－８ 前田　祐治

005385001 （株）リング 小野市小田町１７０２－１ 鉾之原　良和

005386001 （株）類設計室 大阪市淀川区西中島４－３－２ 阿部　紘

006112001 ルーチェサーチ（株） 広島市安佐南区毘沙門台４－１６－２１ 渡邉　豊

005387001 ルートコンストラクション（株） 洲本市小路谷１１２３－４ 藤川　泰章

005388001 （株）嶺水 飯田市上郷別府１８２－１ 小山　忠孝

005389001 （株）レインボー・コンサルタント 大田区多摩川二－１１－２０ 中原　大機

005390001 （株）レーモンド設計事務所 渋谷区代々木５－５８－１ 三浦　敏伸

005391001 レーンマーク工業（株） 広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城６８６４－１８ 井上　幸久

005799001 レキオス・ウォーター（株） 那覇市銘苅２－６－２７ 稲福　真悟

001352001 （株）レスターコミュニケーションズ 品川区北品川５ー９ー１１　大崎ＭＴビル４階 尾崎　享

005392001 （株）レック 茨木市駅前３－２－２ 三品　吉延

006018001 （株）ＲＥＣ 荒川区西日暮里２－２２－３ 有明　芳男

006013001 レッドサン（株） 熊本市北区清水本町４－８ 瓢子　直樹

005393001 （株）レフォルメ 福山市曙町６－７－１５ 大村　恒有

005394001 ロイヤル防災（株） 浦安市北栄３－１９－１８ 清水　力也

005395001 （株）ロータリーコーポレーション 防府市大字浜方１１－８ 万野　龍之介

005396001 ローデックス（株） 神崎郡神河町上岩１８８－１ 田中　積

005397001 （株）ロード・エンジニアリング 荒川区西日暮里５－２４－７ 清水　洋

005398001 ロードテック（株） 姫路市飾磨区上野田５－１１９ 圓井　隆広

005399001 ロードワン岡山（株） 岡山市北区大元上町６－１４ 井上　幹茂

005400001 六神建設（有） 神戸市北区有野町唐櫃１１６－２ 越智　正之

005401001 （有）六光 田辺市中辺路町真砂３７７－４ 堀　重美
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005402001 六甲テレコム（株） 神戸市中央区旭通１ー１ー１ 村上　清

005404001 ワークエンジニアリング（株） 京都市中京区間之町竹屋町下ル楠町６１０ 岩田　茂

005922001 （株）ワークサービス 高松市東ハゼ町８８１－１ 能祖　吉幸

005405001 （有）ワークス 西牟婁郡白浜町１３３２－４ 堀　利彰

005406001 （株）ワーパス 米子市米原８－２－２３ 生西　克徳

005407001 ワールド建設（株） 広島市安佐北区可部８－３－４３ 金光　岩夫

005408001 （株）ワールド設計 磯城郡田原本町大字三笠１５２－１０ 阪口　龍平

005409001 （株）ＹＳアーキテクツ 福岡市博多区博多駅東１－１２－５　博多大島ビル 稗田　玲

006047001 ＹＳＢ（株） 大阪市東成区深江北２－３－３３ 高松　功

006512001 （株）ワイエンジン 郡山市芳賀２－８－１７ 横田　中

006030001 （株）ワイオリ 葛飾区西水元４－４－１７－２０１ 野口　祥二郎

005410001 和以貴建設（株） 西脇市富田町３６ 来住　周亮

005412001 （株）ワイ・シー・イー 船橋市山野町４７－１ 岩崎　雅紀

005692001 Ｙｓ’コーポレーション（株） 倉敷市西富井１０７６－２４ 榊原　悠一

005275001 （株）ＹＤＫテクノロジーズ 渋谷区千駄ヶ谷５－２３－１３ 大竹　眞

005413001 （株）ワイテック 神戸市須磨区神の谷３－３－９ 上山　健一

005414001 ワイテック工業（株） 真庭市上水田３１３０－１ 山本　美智夫

005415001 （有）若井工業 京都市左京区松ヶ崎雲路町２　アンビエント北山通松ヶ崎１０２号 若井　憲男

005416001 若杉建装工業（株） 和歌山市園部４４０－３３ 若杉　昌孝

005417001 若鈴コンサルタンツ（株） 名古屋市西区中小田井５－４５０ 吉田　伸宏

005418001 若築建設（株） 目黒区下目黒２－２３－１８ 烏田　克彦

005419001 若林設備工業（株） 大阪市中央区南本町２－４－１５　南本町若林ビル 若林　豊

005420001 （有）若松組 徳島市不動東町４－１５３３ 西川　砂惠子

006508001 若松建設（株） 広島市佐伯区八幡東２－９－２０ 山脇　敏明

005421001 （株）若松電業社 福知山市土師宮町２－１００ 小林　進

005422001 （株）和歌山建材リサイクルセンター 和歌山市西浜１６６０－３３１ 北村　成

005423001 和歌山航測（株） 和歌山市直川３７５－５ 竹中　暢啓

006610001 和歌山電工（株） 田辺市神子浜１－２０－１２ 木下　智雄

005424001 （株）和歌山ナセリー 和歌山市榎原１７４－１ 森　建二

005425001 （有）和歌山西開発 和歌山市冬野１２５２ 藤川　美保

006522001 （株）和建 堺市堺区戎之町東３－１－２７ 後藤　誉

005426001 和建技術（株） 和歌山市紀三井寺５３２－２ 今田　由美子

005427001 （有）ワケンシステム 天理市田井庄町３２２ 有川　吉則

005428001 和幸（株） 松江市伊勢宮町５６４ 山下　剛史

005429001 （株）和光設計 神戸市兵庫区駅南通２－２－１ 筒井　透

005430001 ワコウ建設（株） 姫路市安田３－１１０ 久本　隆二

005431001 和合建設（株） 西宮市甲子園高潮町１－１ 西川　一正

006385001 和合建設工業（株） 福島市渡利字越沢５ 佐藤　敏清

005432001 ワコウコンサルタント（株） 和歌山市和佐中１５１－４ 冨松　幸喜

005837001 和興設備（株） 堺市中区土塔町３３３６ 鎌塚　貞夫

005433001 （有）和光測量設計社 大崎市古川塚目字石名坂１３６ 三塚　富夫

005434001 和工電気設備工事（株） 相生市佐方１－１７５－２ 中安　良介

006093001 （株）ワコー 福岡市西区姪浜駅南４－１２－１２ 吉原　知宏

005435001 （株）ワコーテクノ 大阪市旭区新森７－１６－２０ 大橋　幸司

005436001 （株）鷲尾建築設計事務所 姫路市飾磨区野田町１５７－１ 松本　典子

005437001 （有）和州測量設計事務所 大和高田市西町２－５０ 早津　忠保

005744001 和信電機（株） 北区豊島１－２３－７ 芳村　雄仁

005438001 （株）和田エンジニアリング 橿原市飯高町２１５－１ 和田　修志

005439001 （株）和田組 倉敷市水島東千鳥町１－１ 和田　一朗

005440001 （株）和田工務店 天理市富堂町２１１－１ 和田　欣也

005441001 （株）渡邉組 さいたま市桜区下大久保９９４ 渡邉　勝

005442001 渡辺建設（株） 奈良市三条宮前町２－１２ 渡邊　新一

005443001 渡邊建設（株） 伊予市上野１４４５ 渡邉　政富

005444001 （株）渡辺建設 今治市東村３－１－３ 渡辺　俊

005445001 （株）渡辺鉄工所 高松市円座町４１６ 森　敬介

005927001 （有）渡辺電業社 姫路市伊伝居５３０－６ 渡邊　純一

005446001 （株）渡辺電設 徳島市川内町榎瀬５０２－９７ 渡辺　祥公

005619001 ワタナベ塗装（有） 今治市上徳甲６９４－２ 渡邉　豪志

005448001 綿半ソリューションズ（株） 飯田市北方１０２３－１ 野原　勇

005449001 （株）ワタベ 大阪市住吉区清水丘１－２７－１８ 渡部　憲一

005450001 （株）渡部工業所 羽曳野市恵我之荘２－１０－３２ 渡部　臣雄

006453001 渡部電設（株） 板橋区南常盤台１－３７－２ 渡部　仁一

006440001 ワツコ（株） 大阪市都島区都島中通１丁目６ー１６ 大下　正徳

005451001 （株）和電 稲敷郡阿見町阿見４３４６－１ 姫野　滿

005452001 （株）ワン・エイティ 千代田区神田須田町１－３－９ 中川　律

005453001 （株）ワンディス 岡山市南区豊成２－８－３５ 高橋　和也
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