
建設工事　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 工事の種類 格付

浅間 250 池田建設株式会社 佐久市横和２７４‐１ 土木一式 Ａ

浅間 250 池田建設株式会社 佐久市横和２７４‐１ 建築一式 Ａ

浅間 250 池田建設株式会社 佐久市横和２７４‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

浅間 250 池田建設株式会社 佐久市横和２７４‐１ ほ装 Ａ

浅間 250 池田建設株式会社 佐久市横和２７４‐１ 解体 Ａ

浅間 16 市川電機管業株式会社 佐久市岩村田１９２８ 土木一式 Ｄ

浅間 16 市川電機管業株式会社 佐久市岩村田１９２８ 管 Ｂ

浅間 16 市川電機管業株式会社 佐久市岩村田１９２８ 水道施設 Ｂ

浅間 231 株式会社井上塗装工業 佐久市岩村田北１‐２０‐１ 塗装 Ｃ

浅間 491 株式会社岩野商会　佐久支店 佐久市岩村田相生町１２００ 防水 Ａ

浅間 491 株式会社岩野商会　佐久支店 佐久市岩村田相生町１２００ 内装仕上 Ａ

浅間 17 インテリア神津株式会社 佐久市猿久保２４５‐１１ 内装仕上 Ｃ

浅間 78 有限会社ウエハラ 佐久市長土呂１９１２‐９ 管 Ｃ

浅間 318 上原板金工業株式会社 佐久市猿久保６１８‐５ 屋根 Ｃ

浅間 318 上原板金工業株式会社 佐久市猿久保６１８‐５ 板金 Ｃ

浅間 295 株式会社エレバイフ 佐久市横和３０３‐１ 電気 Ｂ

浅間 20 株式会社ＯＳＴ 佐久市岩村田３１６２‐４０ 土木一式 Ｄ

浅間 20 株式会社ＯＳＴ 佐久市岩村田３１６２‐４０ 建築一式 Ｅ

浅間 20 株式会社ＯＳＴ 佐久市岩村田３１６２‐４０ ほ装 Ｃ

浅間 437 有限会社小野沢 佐久市塚原４８４‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ

浅間 408 有限会社クリーデンス 佐久市長土呂５５０‐５ 土木一式 Ｄ

浅間 408 有限会社クリーデンス 佐久市長土呂５５０‐５ とび・土工・コンクリート Ｃ

浅間 408 有限会社クリーデンス 佐久市長土呂５５０‐５ ほ装 Ｃ

浅間 470 小林建設工業株式会社 佐久市岩村田１２９６‐３ 土木一式 Ａ

浅間 470 小林建設工業株式会社 佐久市岩村田１２９６‐３ 建築一式 Ｂ

浅間 470 小林建設工業株式会社 佐久市岩村田１２９６‐３ とび・土工・コンクリート Ａ

浅間 470 小林建設工業株式会社 佐久市岩村田１２９６‐３ ほ装 Ａ

浅間 470 小林建設工業株式会社 佐久市岩村田１２９６‐３ 解体 Ａ

浅間 164 株式会社佐久総合 佐久市塚原２３６１ 土木一式 Ａ

浅間 164 株式会社佐久総合 佐久市塚原２３６１ とび・土工・コンクリート Ａ

浅間 164 株式会社佐久総合 佐久市塚原２３６１ ほ装 Ｂ

浅間 173 株式会社佐久電気　佐久営業所 佐久市御馬寄５５８‐２ 電気 Ｂ

浅間 450 サク塗装株式会社 佐久市長土呂７９３‐２０ 土木一式 Ｅ

浅間 450 サク塗装株式会社 佐久市長土呂７９３‐２０ 建築一式 Ｄ
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浅間 450 サク塗装株式会社 佐久市長土呂７９３‐２０ とび・土工・コンクリート Ｃ

浅間 450 サク塗装株式会社 佐久市長土呂７９３‐２０ 塗装 Ｂ

浅間 450 サク塗装株式会社 佐久市長土呂７９３‐２０ 防水 Ｃ

浅間 450 サク塗装株式会社 佐久市長土呂７９３‐２０ 解体 Ｃ

浅間 3 株式会社雫田建設工業 佐久市岩村田１３３７‐２ 土木一式 Ａ

浅間 3 株式会社雫田建設工業 佐久市岩村田１３３７‐２ 建築一式 Ｂ

浅間 3 株式会社雫田建設工業 佐久市岩村田１３３７‐２ とび・土工・コンクリート Ａ

浅間 3 株式会社雫田建設工業 佐久市岩村田１３３７‐２ ほ装 Ａ

浅間 3 株式会社雫田建設工業 佐久市岩村田１３３７‐２ 解体 Ａ

浅間 267 芝宮園 佐久市長土呂８１５‐１０ 造園 Ｃ

浅間 221 株式会社清水管業　佐久営業所 佐久市猿久保字下原６５８‐１ 土木一式 Ｄ

浅間 221 株式会社清水管業　佐久営業所 佐久市猿久保字下原６５８‐１ 建築一式 Ｃ

浅間 221 株式会社清水管業　佐久営業所 佐久市猿久保字下原６５８‐１ 管 Ａ

浅間 221 株式会社清水管業　佐久営業所 佐久市猿久保字下原６５８‐１ 水道施設 Ａ

浅間 24 信州土地建物有限会社 佐久市塚原３８３‐２ 建築一式 Ｅ

浅間 162 信電工株式会社 佐久市長土呂１０４０‐１ 電気 Ａ

浅間 464 株式会社武蔵 佐久市猿久保５８６‐３ 土木一式 Ｂ

浅間 464 株式会社武蔵 佐久市猿久保５８６‐３ ほ装 Ｃ

浅間 464 株式会社武蔵 佐久市猿久保５８６‐３ 水道施設 Ｃ

浅間 179 株式会社田中住建 佐久市長土呂８１９‐２ 土木一式 Ａ

浅間 179 株式会社田中住建 佐久市長土呂８１９‐２ 建築一式 Ａ

浅間 179 株式会社田中住建 佐久市長土呂８１９‐２ とび・土工・コンクリート Ａ

浅間 179 株式会社田中住建 佐久市長土呂８１９‐２ ほ装 Ａ

浅間 179 株式会社田中住建 佐久市長土呂８１９‐２ 水道施設 Ｂ

浅間 179 株式会社田中住建 佐久市長土呂８１９‐２ 解体 Ｂ

浅間 58 株式会社千曲設備 佐久市横和２３ 土木一式 Ｂ

浅間 58 株式会社千曲設備 佐久市横和２３ 管 Ａ

浅間 58 株式会社千曲設備 佐久市横和２３ 水道施設 Ａ

浅間 317 有限会社テイクコーポレーション 佐久市塚原８４‐１ 土木一式 Ｃ

浅間 317 有限会社テイクコーポレーション 佐久市塚原８４‐１ 建築一式 Ｅ

浅間 317 有限会社テイクコーポレーション 佐久市塚原８４‐１ 電気 Ｃ

浅間 317 有限会社テイクコーポレーション 佐久市塚原８４‐１ 管 Ｃ

浅間 317 有限会社テイクコーポレーション 佐久市塚原８４‐１ ほ装 Ｃ

浅間 317 有限会社テイクコーポレーション 佐久市塚原８４‐１ 造園 Ｃ
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浅間 317 有限会社テイクコーポレーション 佐久市塚原８４‐１ 水道施設 Ｃ

浅間 120 株式会社電業舎 佐久市岩村田５０３３‐４ 電気 Ａ

浅間 120 株式会社電業舎 佐久市岩村田５０３３‐４ 消防施設 Ｃ

浅間 405 東亜道路工業株式会社　長野営業所 佐久市横和１８１‐１ 土木一式 Ａ

浅間 405 東亜道路工業株式会社　長野営業所 佐久市横和１８１‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

浅間 405 東亜道路工業株式会社　長野営業所 佐久市横和１８１‐１ ほ装 Ａ

浅間 405 東亜道路工業株式会社　長野営業所 佐久市横和１８１‐１ 塗装 Ａ

浅間 405 東亜道路工業株式会社　長野営業所 佐久市横和１８１‐１ 水道施設 Ａ

浅間 489 東邦電気工業株式会社　佐久営業所 佐久市下平尾５１５‐１ 電気 Ａ

浅間 489 東邦電気工業株式会社　佐久営業所 佐久市下平尾５１５‐１ 電気通信 Ａ

浅間 152 株式会社トーエネック　佐久営業所 佐久市猿久保字野馬窪１８７‐６ 電気 Ａ

浅間 225 株式会社ＴＯＳＹＳ　佐久支店 佐久市猿久保８７７‐１ 電気 Ａ

浅間 15 有限会社中島タタミ店 佐久市岩村田４４９６‐５ 内装仕上 Ｃ

浅間 592 長野スーパー株式会社 佐久市猿久保２３２‐１２ 管 Ｂ

浅間 592 長野スーパー株式会社 佐久市猿久保２３２‐１２ 水道施設 Ｃ

浅間 409 株式会社新津組　佐久支店 佐久市岩村田４４７３‐１ 土木一式 Ａ

浅間 409 株式会社新津組　佐久支店 佐久市岩村田４４７３‐１ 建築一式 Ａ

浅間 409 株式会社新津組　佐久支店 佐久市岩村田４４７３‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

浅間 409 株式会社新津組　佐久支店 佐久市岩村田４４７３‐１ ほ装 Ａ

浅間 409 株式会社新津組　佐久支店 佐久市岩村田４４７３‐１ 水道施設 Ａ

浅間 409 株式会社新津組　佐久支店 佐久市岩村田４４７３‐１ 解体 Ａ

浅間 567 有限会社八田工業 佐久市長土呂１４６９‐１０ 土木一式 Ｄ

浅間 567 有限会社八田工業 佐久市長土呂１４６９‐１０ ほ装 Ｃ

浅間 287 株式会社ビバ 佐久市岩村田３１６２‐８８ 内装仕上 Ｃ

浅間 325 株式会社平尾開発 佐久市下平尾２９７‐３ 土木一式 Ｂ

浅間 325 株式会社平尾開発 佐久市下平尾２９７‐３ 建築一式 Ｄ

浅間 325 株式会社平尾開発 佐久市下平尾２９７‐３ 管 Ｃ

浅間 325 株式会社平尾開発 佐久市下平尾２９７‐３ ほ装 Ｃ

浅間 325 株式会社平尾開発 佐久市下平尾２９７‐３ 解体 Ｃ

浅間 326 有限会社フジヨシエステート 佐久市岩村田２５０‐１ 土木一式 Ｅ

浅間 326 有限会社フジヨシエステート 佐久市岩村田２５０‐１ ほ装 Ｃ

浅間 326 有限会社フジヨシエステート 佐久市岩村田２５０‐１ 解体 Ｃ

浅間 586 丸井造園建設株式会社 佐久市岩村田２２１５‐２ 土木一式 Ｃ

浅間 586 丸井造園建設株式会社 佐久市岩村田２２１５‐２ とび・土工・コンクリート Ｃ
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浅間 586 丸井造園建設株式会社 佐久市岩村田２２１５‐２ ほ装 Ｃ

浅間 586 丸井造園建設株式会社 佐久市岩村田２２１５‐２ 造園 Ｂ

浅間 182 丸子小諸電気株式会社　佐久営業所 佐久市猿久保８４２ 電気 Ａ

浅間 256 有限会社三國 佐久市三河田５６８‐２ 土木一式 Ｄ

浅間 256 有限会社三國 佐久市三河田５６８‐２ 建築一式 Ｃ

浅間 256 有限会社三國 佐久市三河田５６８‐２ とび・土工・コンクリート Ｃ

浅間 256 有限会社三國 佐久市三河田５６８‐２ 管 Ｂ

浅間 256 有限会社三國 佐久市三河田５６８‐２ 水道施設 Ｃ

浅間 136 ミヤモリ株式会社サクスイ 佐久市岩村田３１１２ 土木一式 Ｅ

浅間 136 ミヤモリ株式会社サクスイ 佐久市岩村田３１１２ 管 Ｃ

浅間 136 ミヤモリ株式会社サクスイ 佐久市岩村田３１１２ 水道施設 Ｃ

浅間 273 株式会社森角建材店 佐久市岩村田３１６２‐１０ 土木一式 Ｄ

浅間 273 株式会社森角建材店 佐久市岩村田３１６２‐１０ 管 Ｃ

浅間 273 株式会社森角建材店 佐久市岩村田３１６２‐１０ 水道施設 Ｃ

浅間 240 株式会社守谷商会　佐久営業所 佐久市長土呂字上高山８４８‐６ 土木一式 Ａ

浅間 240 株式会社守谷商会　佐久営業所 佐久市長土呂字上高山８４８‐６ 建築一式 Ａ

浅間 240 株式会社守谷商会　佐久営業所 佐久市長土呂字上高山８４８‐６ とび・土工・コンクリート Ａ

浅間 240 株式会社守谷商会　佐久営業所 佐久市長土呂字上高山８４８‐６ 鋼構造物 Ａ

浅間 240 株式会社守谷商会　佐久営業所 佐久市長土呂字上高山８４８‐６ ほ装 Ａ

浅間 240 株式会社守谷商会　佐久営業所 佐久市長土呂字上高山８４８‐６ 防水 Ａ

浅間 240 株式会社守谷商会　佐久営業所 佐久市長土呂字上高山８４８‐６ 水道施設 Ａ

浅間 525 株式会社ヤマウラ　佐久支店 佐久市長土呂南上中原７６４‐３ 土木一式 Ａ

浅間 525 株式会社ヤマウラ　佐久支店 佐久市長土呂南上中原７６４‐３ 建築一式 Ａ

浅間 525 株式会社ヤマウラ　佐久支店 佐久市長土呂南上中原７６４‐３ とび・土工・コンクリート Ａ

浅間 525 株式会社ヤマウラ　佐久支店 佐久市長土呂南上中原７６４‐３ 管 Ａ

浅間 525 株式会社ヤマウラ　佐久支店 佐久市長土呂南上中原７６４‐３ 鋼構造物 Ａ

浅間 525 株式会社ヤマウラ　佐久支店 佐久市長土呂南上中原７６４‐３ ほ装 Ａ

浅間 525 株式会社ヤマウラ　佐久支店 佐久市長土呂南上中原７６４‐３ 塗装 Ａ

浅間 525 株式会社ヤマウラ　佐久支店 佐久市長土呂南上中原７６４‐３ 造園 Ａ

浅間 525 株式会社ヤマウラ　佐久支店 佐久市長土呂南上中原７６４‐３ 水道施設 Ａ

浅間 414 株式会社山浦土木 佐久市岩村田３８３ 土木一式 Ｂ

浅間 414 株式会社山浦土木 佐久市岩村田３８３ とび・土工・コンクリート Ｂ

浅間 414 株式会社山浦土木 佐久市岩村田３８３ ほ装 Ｂ

浅間 414 株式会社山浦土木 佐久市岩村田３８３ 水道施設 Ｃ
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浅間 414 株式会社山浦土木 佐久市岩村田３８３ 解体 Ｂ

浅間 316 株式会社依田設備工業 佐久市下平尾７１８ 管 Ｂ

浅間 316 株式会社依田設備工業 佐久市下平尾７１８ 水道施設 Ｂ

浅間 308 株式会社渡邊組 佐久市岩村田１９１６‐２ 土木一式 Ｄ

浅間 308 株式会社渡邊組 佐久市岩村田１９１６‐２ ほ装 Ｃ

浅間 308 株式会社渡邊組 佐久市岩村田１９１６‐２ 造園 Ｃ

東 315 株式会社井出工業 佐久市志賀３７０４ 土木一式 Ｂ

東 315 株式会社井出工業 佐久市志賀３７０４ ほ装 Ｃ

東 315 株式会社井出工業 佐久市志賀３７０４ 造園 Ｂ

東 411 株式会社大林 佐久市岩村田２６００‐２ 土木一式 Ｂ

東 411 株式会社大林 佐久市岩村田２６００‐２ とび・土工・コンクリート Ｂ

東 411 株式会社大林 佐久市岩村田２６００‐２ ほ装 Ｃ

東 28 株式会社建築工房・市川 佐久市新子田１８７３‐９ 建築一式 Ｄ

東 310 株式会社神津土建 佐久市志賀５４６２ 土木一式 Ｅ

東 310 株式会社神津土建 佐久市志賀５４６２ とび・土工・コンクリート Ｃ

東 310 株式会社神津土建 佐久市志賀５４６２ ほ装 Ｃ

東 310 株式会社神津土建 佐久市志賀５４６２ 解体 Ｃ

東 254 有限会社高橋工業 佐久市香坂３１５６‐５ 土木一式 Ｂ

東 254 有限会社高橋工業 佐久市香坂３１５６‐５ とび・土工・コンクリート Ｃ

東 254 有限会社高橋工業 佐久市香坂３１５６‐５ ほ装 Ｃ

東 254 有限会社高橋工業 佐久市香坂３１５６‐５ 解体 Ｃ

東 206 株式会社花里組 佐久市志賀２４６４‐３ 土木一式 Ｂ

東 206 株式会社花里組 佐久市志賀２４６４‐３ ほ装 Ｃ

東 81 有限会社森田工業 佐久市志賀５９０３ 土木一式 Ｅ

東 81 有限会社森田工業 佐久市志賀５９０３ ほ装 Ｃ

東 155 有限会社安原組 佐久市志賀６２１９‐５ 土木一式 Ｂ

東 155 有限会社安原組 佐久市志賀６２１９‐５ とび・土工・コンクリート Ｂ

東 155 有限会社安原組 佐久市志賀６２１９‐５ ほ装 Ｂ

東 137 矢野ダイヤモンド工事有限会社 佐久市安原１１３ とび・土工・コンクリート Ｃ

浅科 234 株式会社岡谷組　佐久営業所 佐久市塩名田７００ 土木一式 Ａ

浅科 234 株式会社岡谷組　佐久営業所 佐久市塩名田７００ 建築一式 Ａ

浅科 234 株式会社岡谷組　佐久営業所 佐久市塩名田７００ とび・土工・コンクリート Ａ

浅科 234 株式会社岡谷組　佐久営業所 佐久市塩名田７００ 鋼構造物 Ａ

浅科 234 株式会社岡谷組　佐久営業所 佐久市塩名田７００ ほ装 Ａ
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浅科 234 株式会社岡谷組　佐久営業所 佐久市塩名田７００ 水道施設 Ａ

浅科 234 株式会社岡谷組　佐久営業所 佐久市塩名田７００ 解体 Ａ

浅科 399 岡谷酸素株式会社　佐久営業所 佐久市塩名田７００ 管 Ａ

浅科 474 株式会社技建チーム 佐久市甲１３７５‐１ 土木一式 Ｂ

浅科 474 株式会社技建チーム 佐久市甲１３７５‐１ ほ装 Ｃ

浅科 211 株式会社佐久企業 佐久市御馬寄５９０‐６ 土木一式 Ｅ

浅科 211 株式会社佐久企業 佐久市御馬寄５９０‐６ とび・土工・コンクリート Ｃ

浅科 211 株式会社佐久企業 佐久市御馬寄５９０‐６ ほ装 Ｃ

浅科 320 有限会社重田建築 佐久市矢嶋３０４‐３ 建築一式 Ｅ

浅科 535 有限会社高柳工務店 佐久市甲２５５‐イ‐１ 建築一式 Ｅ

浅科 18 株式会社トラスト 佐久市塩名田１１８７‐２ 土木一式 Ｅ

浅科 18 株式会社トラスト 佐久市塩名田１１８７‐２ ほ装 Ｃ

浅科 585 株式会社橋本 佐久市甲１６０３‐１ 電気 Ｃ

浅科 495 有限会社藤管工 佐久市御馬寄２２６‐１ 土木一式 Ｅ

浅科 495 有限会社藤管工 佐久市御馬寄２２６‐１ 管 Ｃ

浅科 497 有限会社松田工業 佐久市八幡１０７４‐３ 土木一式 Ｄ

浅科 497 有限会社松田工業 佐久市八幡１０７４‐３ ほ装 Ｃ

浅科 497 有限会社松田工業 佐久市八幡１０７４‐３ 解体 Ｃ

浅科 193 株式会社明進興建 佐久市塩名田４３３‐１ 土木一式 Ｄ

浅科 193 株式会社明進興建 佐久市塩名田４３３‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ

浅科 193 株式会社明進興建 佐久市塩名田４３３‐１ ほ装 Ｃ

浅科 193 株式会社明進興建 佐久市塩名田４３３‐１ 解体 Ｃ

望月 62 有限会社上野設備事務所 佐久市協和７４６６‐１ 管 Ａ

望月 189 鹿曲建設株式会社 佐久市協和２６２１ 土木一式 Ｅ

望月 189 鹿曲建設株式会社 佐久市協和２６２１ ほ装 Ｃ

望月 387 有限会社春日建設 佐久市春日２６９５ 土木一式 Ｄ

望月 387 有限会社春日建設 佐久市春日２６９５ ほ装 Ｃ

望月 176 川西消防設備有限会社 佐久市望月８２８‐５ とび・土工・コンクリート Ｃ

望月 176 川西消防設備有限会社 佐久市望月８２８‐５ 消防施設 Ｃ

望月 130 有限会社工藤工務所 佐久市望月１３７３‐１ 土木一式 Ｃ

望月 130 有限会社工藤工務所 佐久市望月１３７３‐１ ほ装 Ｃ

望月 35 株式会社小林工務店 佐久市協和７１９７‐１ 建築一式 Ｅ

望月 35 株式会社小林工務店 佐久市協和７１９７‐１ 大工 Ｃ

望月 444 株式会社真田建設 佐久市望月３０８‐１ 建築一式 Ｅ
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望月 33 株式会社信濃管理 佐久市望月１５１６‐１２ 土木一式 Ｄ

望月 33 株式会社信濃管理 佐久市望月１５１６‐１２ ほ装 Ｃ

望月 190 株式会社清水土木 佐久市望月５６７ 土木一式 Ｃ

望月 190 株式会社清水土木 佐久市望月５６７ 建築一式 Ｄ

望月 190 株式会社清水土木 佐久市望月５６７ ほ装 Ｃ

望月 77 株式会社信州工業 佐久市協和１４９‐１ 土木一式 Ｅ

望月 77 株式会社信州工業 佐久市協和１４９‐１ ほ装 Ｃ

望月 34 信州電機株式会社 佐久市望月１３３ 電気 Ａ

望月 34 信州電機株式会社 佐久市望月１３３ 消防施設 Ｃ

望月 312 株式会社竹花組 佐久市望月３０‐１ 土木一式 Ａ

望月 312 株式会社竹花組 佐久市望月３０‐１ 建築一式 Ａ

望月 312 株式会社竹花組 佐久市望月３０‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

望月 312 株式会社竹花組 佐久市望月３０‐１ 管 Ａ

望月 312 株式会社竹花組 佐久市望月３０‐１ 鋼構造物 Ａ

望月 312 株式会社竹花組 佐久市望月３０‐１ ほ装 Ａ

望月 312 株式会社竹花組 佐久市望月３０‐１ 塗装 Ａ

望月 312 株式会社竹花組 佐久市望月３０‐１ 造園 Ａ

望月 312 株式会社竹花組 佐久市望月３０‐１ 水道施設 Ａ

望月 312 株式会社竹花組 佐久市望月３０‐１ 解体 Ａ

望月 500 有限会社双葉工業 佐久市望月８２８‐２ 土木一式 Ｅ

望月 500 有限会社双葉工業 佐久市望月８２８‐２ 管 Ｃ

望月 500 有限会社双葉工業 佐久市望月８２８‐２ 水道施設 Ｃ

望月 500 有限会社双葉工業 佐久市望月８２８‐２ 解体 Ｃ

望月 536 望月ガス株式会社 佐久市望月７７３‐１ 土木一式 Ｄ

望月 536 望月ガス株式会社 佐久市望月７７３‐１ 管 Ｂ

望月 536 望月ガス株式会社 佐久市望月７７３‐１ 水道施設 Ｃ

望月 222 株式会社森屋建設 佐久市望月３１５‐７ 土木一式 Ａ

望月 222 株式会社森屋建設 佐久市望月３１５‐７ ほ装 Ａ

望月 222 株式会社森屋建設 佐久市望月３１５‐７ 水道施設 Ｃ

野沢 207 アーキプロダクツ石井 佐久市高柳６３‐１ 土木一式 Ｅ

野沢 207 アーキプロダクツ石井 佐久市高柳６３‐１ 建築一式 Ｅ

野沢 207 アーキプロダクツ石井 佐久市高柳６３‐１ 管 Ｃ

野沢 471 株式会社アクロス 佐久市原１３８‐１２ 土木一式 Ｅ

野沢 471 株式会社アクロス 佐久市原１３８‐１２ 建築一式 Ｅ
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野沢 471 株式会社アクロス 佐久市原１３８‐１２ 造園 Ｃ

野沢 471 株式会社アクロス 佐久市原１３８‐１２ さく井 Ｃ

野沢 322 株式会社浅沼建設 佐久市大沢１１９０‐１ 土木一式 Ｄ

野沢 322 株式会社浅沼建設 佐久市大沢１１９０‐１ ほ装 Ｃ

野沢 119 浅間清掃有限会社 佐久市鍛冶屋３３１‐１ 管 Ｃ

野沢 404 株式会社安土倍組 佐久市跡部２ 土木一式 Ｄ

野沢 404 株式会社安土倍組 佐久市跡部２ 建築一式 Ｄ

野沢 404 株式会社安土倍組 佐久市跡部２ とび・土工・コンクリート Ｃ

野沢 404 株式会社安土倍組 佐久市跡部２ 管 Ｃ

野沢 404 株式会社安土倍組 佐久市跡部２ ほ装 Ｃ

野沢 404 株式会社安土倍組 佐久市跡部２ 解体 Ｃ

野沢 37 伊坂建設株式会社 佐久市伴野９７５‐４ 土木一式 Ｂ

野沢 37 伊坂建設株式会社 佐久市伴野９７５‐４ とび・土工・コンクリート Ｂ

野沢 37 伊坂建設株式会社 佐久市伴野９７５‐４ ほ装 Ｃ

野沢 37 伊坂建設株式会社 佐久市伴野９７５‐４ 解体 Ｃ

野沢 417 有限会社イワシタ設備 佐久市原４００‐１８ 管 Ｃ

野沢 417 有限会社イワシタ設備 佐久市原４００‐１８ 水道施設 Ｃ

野沢 288 協友工業株式会社 佐久市前山１３６‐２ 土木一式 Ｂ

野沢 288 協友工業株式会社 佐久市前山１３６‐２ 建築一式 Ｃ

野沢 288 協友工業株式会社 佐久市前山１３６‐２ とび・土工・コンクリート Ｂ

野沢 288 協友工業株式会社 佐久市前山１３６‐２ 管 Ａ

野沢 288 協友工業株式会社 佐久市前山１３６‐２ ほ装 Ｃ

野沢 288 協友工業株式会社 佐久市前山１３６‐２ 水道施設 Ｃ

野沢 288 協友工業株式会社 佐久市前山１３６‐２ 解体 Ｃ

野沢 188 株式会社佐久協同 佐久市桜井３ 建築一式 Ｄ

野沢 188 株式会社佐久協同 佐久市桜井３ 鋼構造物 Ｃ

野沢 22 有限会社三光組 佐久市原２００‐３ 土木一式 Ｅ

野沢 22 有限会社三光組 佐久市原２００‐３ 建築一式 Ｅ

野沢 22 有限会社三光組 佐久市原２００‐３ ほ装 Ｃ

野沢 278 株式会社すまい一 佐久市前山７５‐１ 建築一式 Ｂ

野沢 278 株式会社すまい一 佐久市前山７５‐１ 管 Ｃ

野沢 278 株式会社すまい一 佐久市前山７５‐１ 内装仕上 Ｃ

野沢 561 相馬商事株式会社 佐久市野沢１ 土木一式 Ｃ

野沢 561 相馬商事株式会社 佐久市野沢１ 建築一式 Ｃ
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野沢 561 相馬商事株式会社 佐久市野沢１ とび・土工・コンクリート Ｂ

野沢 561 相馬商事株式会社 佐久市野沢１ ほ装 Ｃ

野沢 12 株式会社タカサワマテリアル 佐久市野沢９４‐１ 土木一式 Ｃ

野沢 12 株式会社タカサワマテリアル 佐久市野沢９４‐１ 建築一式 Ａ

野沢 12 株式会社タカサワマテリアル 佐久市野沢９４‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

野沢 12 株式会社タカサワマテリアル 佐久市野沢９４‐１ 塗装 Ａ

野沢 107 高田塗装株式会社 佐久市取出町５７８‐５ 塗装 Ｂ

野沢 277 有限会社高野造園土木建設 佐久市前山６５８ 土木一式 Ｃ

野沢 277 有限会社高野造園土木建設 佐久市前山６５８ ほ装 Ｃ

野沢 277 有限会社高野造園土木建設 佐久市前山６５８ 解体 Ｃ

野沢 83 有限会社伴野設備工業 佐久市跡部１７ 土木一式 Ｅ

野沢 83 有限会社伴野設備工業 佐久市跡部１７ 管 Ｃ

野沢 83 有限会社伴野設備工業 佐久市跡部１７ 水道施設 Ｃ

野沢 180 日新建設株式会社 佐久市野沢２１５ 土木一式 Ｄ

野沢 180 日新建設株式会社 佐久市野沢２１５ ほ装 Ｃ

野沢 180 日新建設株式会社 佐久市野沢２１５ 造園 Ｃ

野沢 249 株式会社原工務店 佐久市伴野１４６８‐１ 土木一式 Ｄ

野沢 249 株式会社原工務店 佐久市伴野１４６８‐１ 建築一式 Ｄ

野沢 249 株式会社原工務店 佐久市伴野１４６８‐１ ほ装 Ｃ

野沢 9 光設備工業株式会社 佐久市原２６７‐５ 管 Ｃ

野沢 9 光設備工業株式会社 佐久市原２６７‐５ 水道施設 Ｃ

野沢 191 株式会社平林組 佐久市高柳２８‐２ 土木一式 Ｃ

野沢 191 株式会社平林組 佐久市高柳２８‐２ 建築一式 Ｅ

野沢 191 株式会社平林組 佐久市高柳２８‐２ とび・土工・コンクリート Ｃ

野沢 191 株式会社平林組 佐久市高柳２８‐２ 管 Ｃ

野沢 191 株式会社平林組 佐久市高柳２８‐２ ほ装 Ｃ

野沢 191 株式会社平林組 佐久市高柳２８‐２ 水道施設 Ｃ

野沢 23 藤建設有限会社 佐久市根岸３３３ 土木一式 Ｄ

野沢 23 藤建設有限会社 佐久市根岸３３３ ほ装 Ｃ

野沢 505 株式会社星野組 佐久市三塚２‐１ 土木一式 Ｅ

野沢 505 株式会社星野組 佐久市三塚２‐１ 建築一式 Ｅ

野沢 321 株式会社堀籠重機 佐久市三塚２１０‐１８ 土木一式 Ｄ

野沢 285 有限会社茂木組 佐久市前山３８７‐１２ 土木一式 Ｄ

野沢 285 有限会社茂木組 佐久市前山３８７‐１２ 管 Ｃ
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野沢 285 有限会社茂木組 佐久市前山３８７‐１２ ほ装 Ｃ

野沢 7 株式会社安井建設 佐久市取出町４５０‐５ 土木一式 Ａ

野沢 7 株式会社安井建設 佐久市取出町４５０‐５ 建築一式 Ａ

野沢 7 株式会社安井建設 佐久市取出町４５０‐５ とび・土工・コンクリート Ａ

野沢 7 株式会社安井建設 佐久市取出町４５０‐５ ほ装 Ａ

野沢 7 株式会社安井建設 佐久市取出町４５０‐５ 造園 Ａ

野沢 7 株式会社安井建設 佐久市取出町４５０‐５ 水道施設 Ａ

野沢 7 株式会社安井建設 佐久市取出町４５０‐５ 解体 Ａ

野沢 104 柳沢電設工業株式会社 佐久市原４００‐２４ 電気 Ａ

野沢 104 柳沢電設工業株式会社 佐久市原４００‐２４ 消防施設 Ｂ

中込 65 株式会社青木屋 佐久市内山７００７ 建築一式 Ｅ

中込 144 株式会社内山建設 佐久市内山７０２６ 建築一式 Ｃ

中込 25 株式会社大井 佐久市平賀５４００‐３ 土木一式 Ｅ

中込 25 株式会社大井 佐久市平賀５４００‐３ 建築一式 Ｄ

中込 25 株式会社大井 佐久市平賀５４００‐３ とび・土工・コンクリート Ｃ

中込 25 株式会社大井 佐久市平賀５４００‐３ ほ装 Ｃ

中込 25 株式会社大井 佐久市平賀５４００‐３ 水道施設 Ｃ

中込 25 株式会社大井 佐久市平賀５４００‐３ 解体 Ｃ

中込 252 金澤工業株式会社　佐久営業所 佐久市猿久保８９１‐１　ナコービル２０１ 管 Ａ

中込 252 金澤工業株式会社　佐久営業所 佐久市猿久保８９１‐１　ナコービル２０１ 消防施設 Ａ

中込 21 株式会社木下組 佐久市中込３０８‐５ 土木一式 Ａ

中込 21 株式会社木下組 佐久市中込３０８‐５ 建築一式 Ａ

中込 21 株式会社木下組 佐久市中込３０８‐５ とび・土工・コンクリート Ａ

中込 21 株式会社木下組 佐久市中込３０８‐５ 管 Ｂ

中込 21 株式会社木下組 佐久市中込３０８‐５ 鋼構造物 Ｂ

中込 21 株式会社木下組 佐久市中込３０８‐５ ほ装 Ａ

中込 21 株式会社木下組 佐久市中込３０８‐５ 防水 Ａ

中込 21 株式会社木下組 佐久市中込３０８‐５ 水道施設 Ａ

中込 21 株式会社木下組 佐久市中込３０８‐５ 解体 Ａ

中込 82 クサカベ 佐久市中込２７６４‐１０ 土木一式 Ｄ

中込 82 クサカベ 佐久市中込２７６４‐１０ 建築一式 Ｅ

中込 82 クサカベ 佐久市中込２７６４‐１０ とび・土工・コンクリート Ｃ

中込 82 クサカベ 佐久市中込２７６４‐１０ ほ装 Ｃ

中込 209 有限会社工藤住設工業 佐久市中込２３２１‐２ 土木一式 Ｃ

10



建設工事　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
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番号
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中込 209 有限会社工藤住設工業 佐久市中込２３２１‐２ 管 Ａ

中込 209 有限会社工藤住設工業 佐久市中込２３２１‐２ ほ装 Ｃ

中込 209 有限会社工藤住設工業 佐久市中込２３２１‐２ 水道施設 Ａ

中込 498 株式会社神津造園建設 佐久市内山７１１２ 土木一式 Ｅ

中込 498 株式会社神津造園建設 佐久市内山７１１２ 造園 Ｃ

中込 465 株式会社光和建設 佐久市中込２５９８ 土木一式 Ａ

中込 465 株式会社光和建設 佐久市中込２５９８ 建築一式 Ｂ

中込 465 株式会社光和建設 佐久市中込２５９８ とび・土工・コンクリート Ａ

中込 465 株式会社光和建設 佐久市中込２５９８ 管 Ｂ

中込 465 株式会社光和建設 佐久市中込２５９８ ほ装 Ａ

中込 465 株式会社光和建設 佐久市中込２５９８ 塗装 Ｂ

中込 465 株式会社光和建設 佐久市中込２５９８ 造園 Ｂ

中込 465 株式会社光和建設 佐久市中込２５９８ 水道施設 Ｂ

中込 465 株式会社光和建設 佐久市中込２５９８ 解体 Ａ

中込 559 株式会社小林秀工務店 佐久市内山３３７６ 土木一式 Ｅ

中込 559 株式会社小林秀工務店 佐久市内山３３７６ ほ装 Ｃ

中込 452 佐久ケーブルテレビ株式会社 佐久市中込２３３６‐１ 電気通信 Ｃ

中込 125 有限会社シンアイグリーン 佐久市中込３５６８‐１３８ 管 Ｃ

中込 151 信越冷凍機工業株式会社 佐久市中込１８９７‐１３ 管 Ａ

中込 412 須江建設工業株式会社 佐久市中込１７９７‐５ 土木一式 Ｄ

中込 412 須江建設工業株式会社 佐久市中込１７９７‐５ 建築一式 Ｅ

中込 412 須江建設工業株式会社 佐久市中込１７９７‐５ 管 Ｃ

中込 412 須江建設工業株式会社 佐久市中込１７９７‐５ ほ装 Ｃ

中込 412 須江建設工業株式会社 佐久市中込１７９７‐５ 造園 Ｃ

中込 412 須江建設工業株式会社 佐久市中込１７９７‐５ 水道施設 Ｃ

中込 412 須江建設工業株式会社 佐久市中込１７９７‐５ 解体 Ｃ

中込 413 成康建設株式会社 佐久市中込１８２０‐１ 土木一式 Ｅ

中込 413 成康建設株式会社 佐久市中込１８２０‐１ ほ装 Ｃ

中込 413 成康建設株式会社 佐久市中込１８２０‐１ 解体 Ｃ

中込 386 株式会社清光塗装 佐久市平賀９３８ 塗装 Ｃ

中込 27 大進建設株式会社 佐久市瀬戸１１１１‐１１ 土木一式 Ａ

中込 27 大進建設株式会社 佐久市瀬戸１１１１‐１１ 建築一式 Ａ

中込 27 大進建設株式会社 佐久市瀬戸１１１１‐１１ とび・土工・コンクリート Ａ

中込 27 大進建設株式会社 佐久市瀬戸１１１１‐１１ ほ装 Ａ
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中込 27 大進建設株式会社 佐久市瀬戸１１１１‐１１ 解体 Ａ

中込 550 高重建設工業株式会社 佐久市平賀２１６８‐１ 土木一式 Ａ

中込 550 高重建設工業株式会社 佐久市平賀２１６８‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

中込 550 高重建設工業株式会社 佐久市平賀２１６８‐１ ほ装 Ａ

中込 282 千曲通商株式会社 佐久市中込３７９５‐２ 管 Ｃ

中込 282 千曲通商株式会社 佐久市中込３７９５‐２ 消防施設 Ｃ

中込 5 中央水道設備株式会社 佐久市中込３６７９‐１０ 土木一式 Ｃ

中込 5 中央水道設備株式会社 佐久市中込３６７９‐１０ とび・土工・コンクリート Ｃ

中込 5 中央水道設備株式会社 佐久市中込３６７９‐１０ 管 Ｂ

中込 5 中央水道設備株式会社 佐久市中込３６７９‐１０ ほ装 Ｃ

中込 5 中央水道設備株式会社 佐久市中込３６７９‐１０ 水道施設 Ａ

中込 5 中央水道設備株式会社 佐久市中込３６７９‐１０ 解体 Ｃ

中込 328 東京装美株式会社 佐久市中込３‐１７‐１ 内装仕上 Ｃ

中込 270 中川電気工業株式会社 佐久市中込３１４６ とび・土工・コンクリート Ａ

中込 270 中川電気工業株式会社 佐久市中込３１４６ 電気 Ａ

中込 270 中川電気工業株式会社 佐久市中込３１４６ 電気通信 Ａ

中込 410 株式会社中沢組 佐久市中込１１６０‐ロ 土木一式 Ｃ

中込 410 株式会社中沢組 佐久市中込１１６０‐ロ ほ装 Ｃ

中込 238 長野コーエイ株式会社 佐久市横和２５３‐１ 土木一式 Ｅ

中込 238 長野コーエイ株式会社 佐久市横和２５３‐１ 建築一式 Ｄ

中込 238 長野コーエイ株式会社 佐久市横和２５３‐１ 管 Ｃ

中込 13 有限会社中山建設 佐久市内山４５４５ 建築一式 Ｅ

中込 499 株式会社日興建設 佐久市中込２‐１３‐１０ 土木一式 Ｄ

中込 499 株式会社日興建設 佐久市中込２‐１３‐１０ とび・土工・コンクリート Ｃ

中込 499 株式会社日興建設 佐久市中込２‐１３‐１０ ほ装 Ｃ

中込 327 林土建株式会社 佐久市平賀２６７６‐３ 土木一式 Ｄ

中込 327 林土建株式会社 佐久市平賀２６７６‐３ ほ装 Ｃ

中込 290 株式会社不動 佐久市瀬戸５５３‐１ 土木一式 Ｂ

中込 290 株式会社不動 佐久市瀬戸５５３‐１ 管 Ａ

中込 26 有限会社平和建設 佐久市内山６４７８‐４ 土木一式 Ｂ

中込 26 有限会社平和建設 佐久市内山６４７８‐４ 管 Ｃ

中込 26 有限会社平和建設 佐久市内山６４７８‐４ ほ装 Ｃ

中込 216 保安商事株式会社 佐久市中込３８４６‐１ 土木一式 Ｂ

中込 216 保安商事株式会社 佐久市中込３８４６‐１ とび・土工・コンクリート Ａ
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中込 216 保安商事株式会社 佐久市中込３８４６‐１ 電気 Ａ

中込 216 保安商事株式会社 佐久市中込３８４６‐１ ほ装 Ｂ

中込 216 保安商事株式会社 佐久市中込３８４６‐１ 塗装 Ａ

中込 216 保安商事株式会社 佐久市中込３８４６‐１ 電気通信 Ｃ

中込 281 北信土建株式会社　佐久営業所 佐久市中込３６７９‐６７ 建築一式 Ａ

中込 281 北信土建株式会社　佐久営業所 佐久市中込３６７９‐６７ とび・土工・コンクリート Ａ

中込 281 北信土建株式会社　佐久営業所 佐久市中込３６７９‐６７ 鋼構造物 Ａ

中込 281 北信土建株式会社　佐久営業所 佐久市中込３６７９‐６７ 塗装 Ａ

中込 134 有限会社水間塗装 佐久市平賀４４５８‐８ 塗装 Ｃ

中込 244 矢木コーポレーション株式会社　東信支店 佐久市中込３６７９‐１３ 土木一式 Ｅ

中込 244 矢木コーポレーション株式会社　東信支店 佐久市中込３６７９‐１３ とび・土工・コンクリート Ａ

中込 244 矢木コーポレーション株式会社　東信支店 佐久市中込３６７９‐１３ ほ装 Ｃ

中込 244 矢木コーポレーション株式会社　東信支店 佐久市中込３６７９‐１３ 塗装 Ａ

中込 233 株式会社柳澤鐵工所 佐久市中込３４００‐７ 鋼構造物 Ｂ

臼田 127 株式会社愛信電業 佐久市臼田３３１‐７ 電気 Ｃ

臼田 454 株式会社青柳 佐久市臼田１３３５‐１ 土木一式 Ｂ

臼田 454 株式会社青柳 佐久市臼田１３３５‐１ とび・土工・コンクリート Ｂ

臼田 454 株式会社青柳 佐久市臼田１３３５‐１ 管 Ｂ

臼田 454 株式会社青柳 佐久市臼田１３３５‐１ ほ装 Ｃ

臼田 454 株式会社青柳 佐久市臼田１３３５‐１ 水道施設 Ｃ

臼田 454 株式会社青柳 佐久市臼田１３３５‐１ 解体 Ａ

臼田 226 小澤工業株式会社 佐久市北川５１４‐１ 土木一式 Ｂ

臼田 226 小澤工業株式会社 佐久市北川５１４‐１ 建築一式 Ｃ

臼田 226 小澤工業株式会社 佐久市北川５１４‐１ ほ装 Ｃ

臼田 545 株式会社金山 佐久市下越６３９‐１ 土木一式 Ｄ

臼田 545 株式会社金山 佐久市下越６３９‐１ 解体 Ｂ

臼田 501 株式会社川上 佐久市下小田切２４５‐１ 土木一式 Ｅ

臼田 501 株式会社川上 佐久市下小田切２４５‐１ 水道施設 Ｃ

臼田 29 株式会社川村建設 佐久市北川６０３‐１ 土木一式 Ｂ

臼田 29 株式会社川村建設 佐久市北川６０３‐１ とび・土工・コンクリート Ｂ

臼田 29 株式会社川村建設 佐久市北川６０３‐１ ほ装 Ｃ

臼田 319 株式会社木次工務店 佐久市平林１１４１‐１ 土木一式 Ａ

臼田 319 株式会社木次工務店 佐久市平林１１４１‐１ 建築一式 Ｂ

臼田 319 株式会社木次工務店 佐久市平林１１４１‐１ とび・土工・コンクリート Ａ
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臼田 319 株式会社木次工務店 佐久市平林１１４１‐１ ほ装 Ａ

臼田 319 株式会社木次工務店 佐久市平林１１４１‐１ 塗装 Ｂ

臼田 319 株式会社木次工務店 佐久市平林１１４１‐１ 造園 Ｂ

臼田 319 株式会社木次工務店 佐久市平林１１４１‐１ 解体 Ｂ

臼田 467 技能社株式会社 佐久市北川５２５‐１９ 土木一式 Ｄ

臼田 467 技能社株式会社 佐久市北川５２５‐１９ とび・土工・コンクリート Ｃ

臼田 467 技能社株式会社 佐久市北川５２５‐１９ ほ装 Ｃ

臼田 467 技能社株式会社 佐久市北川５２５‐１９ 解体 Ｃ

臼田 466 木下建工株式会社 佐久市下小田切２９３‐５ 土木一式 Ａ

臼田 466 木下建工株式会社 佐久市下小田切２９３‐５ 建築一式 Ａ

臼田 466 木下建工株式会社 佐久市下小田切２９３‐５ とび・土工・コンクリート Ａ

臼田 466 木下建工株式会社 佐久市下小田切２９３‐５ 管 Ａ

臼田 466 木下建工株式会社 佐久市下小田切２９３‐５ 鋼構造物 Ａ

臼田 466 木下建工株式会社 佐久市下小田切２９３‐５ ほ装 Ａ

臼田 466 木下建工株式会社 佐久市下小田切２９３‐５ 塗装 Ａ

臼田 466 木下建工株式会社 佐久市下小田切２９３‐５ 防水 Ａ

臼田 466 木下建工株式会社 佐久市下小田切２９３‐５ 造園 Ａ

臼田 466 木下建工株式会社 佐久市下小田切２９３‐５ 水道施設 Ａ

臼田 466 木下建工株式会社 佐久市下小田切２９３‐５ 解体 Ａ

臼田 289 株式会社黒沢電機 佐久市臼田１４２ 電気 Ｃ

臼田 289 株式会社黒沢電機 佐久市臼田１４２ 消防施設 Ｃ

臼田 181 有限会社佐久ハマネツ 佐久市臼田１６９８ 土木一式 Ｃ

臼田 181 有限会社佐久ハマネツ 佐久市臼田１６９８ とび・土工・コンクリート Ｂ

臼田 181 有限会社佐久ハマネツ 佐久市臼田１６９８ 管 Ｂ

臼田 181 有限会社佐久ハマネツ 佐久市臼田１６９８ ほ装 Ｃ

臼田 181 有限会社佐久ハマネツ 佐久市臼田１６９８ 水道施設 Ｂ

臼田 230 株式会社三協建設 佐久市三分３６９‐３ 土木一式 Ｄ

臼田 230 株式会社三協建設 佐久市三分３６９‐３ 建築一式 Ｅ

臼田 230 株式会社三協建設 佐久市三分３６９‐３ 電気 Ｃ

臼田 230 株式会社三協建設 佐久市三分３６９‐３ 管 Ｃ

臼田 230 株式会社三協建設 佐久市三分３６９‐３ ほ装 Ｃ

臼田 230 株式会社三協建設 佐久市三分３６９‐３ 水道施設 Ｃ

臼田 230 株式会社三協建設 佐久市三分３６９‐３ 解体 Ｃ

臼田 141 株式会社志摩建設 佐久市清川２５５‐１ 土木一式 Ａ
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臼田 141 株式会社志摩建設 佐久市清川２５５‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

臼田 141 株式会社志摩建設 佐久市清川２５５‐１ ほ装 Ａ

臼田 141 株式会社志摩建設 佐久市清川２５５‐１ 解体 Ｂ

臼田 227 有限会社タカウラ 佐久市中小田切１６４‐５ 建築一式 Ｅ

臼田 227 有限会社タカウラ 佐久市中小田切１６４‐５ 電気 Ｃ

臼田 227 有限会社タカウラ 佐久市中小田切１６４‐５ 管 Ｃ

臼田 227 有限会社タカウラ 佐久市中小田切１６４‐５ 水道施設 Ｃ

臼田 280 高邦組 佐久市下越１５４ 土木一式 Ｃ

臼田 280 高邦組 佐久市下越１５４ とび・土工・コンクリート Ｃ

臼田 280 高邦組 佐久市下越１５４ ほ装 Ｃ

臼田 51 有限会社高見沢塗装 佐久市北川５７６‐７ 塗装 Ｃ

臼田 261 株式会社竹内設備 佐久市田口４７８９‐３ 管 Ａ

臼田 261 株式会社竹内設備 佐久市田口４７８９‐３ 水道施設 Ｂ

臼田 123 株式会社田島商会 佐久市臼田１７１０ 消防施設 Ｃ

臼田 274 有限会社トヨダ住設 佐久市臼田１７３１‐２ 管 Ｂ

臼田 274 有限会社トヨダ住設 佐久市臼田１７３１‐２ 水道施設 Ｃ

臼田 124 日建興業株式会社 佐久市臼田２０８４‐３ 土木一式 Ｂ

臼田 124 日建興業株式会社 佐久市臼田２０８４‐３ とび・土工・コンクリート Ｃ

臼田 124 日建興業株式会社 佐久市臼田２０８４‐３ ほ装 Ｂ

臼田 228 株式会社プラネット信越 佐久市中小田切１６２‐８ 電気通信 Ｃ

臼田 502 株式会社堀内組 佐久市臼田８０ 土木一式 Ａ

臼田 502 株式会社堀内組 佐久市臼田８０ 建築一式 Ａ

臼田 502 株式会社堀内組 佐久市臼田８０ とび・土工・コンクリート Ａ

臼田 502 株式会社堀内組 佐久市臼田８０ 管 Ａ

臼田 502 株式会社堀内組 佐久市臼田８０ ほ装 Ａ

臼田 502 株式会社堀内組 佐久市臼田８０ 塗装 Ａ

臼田 502 株式会社堀内組 佐久市臼田８０ 造園 Ｂ

臼田 502 株式会社堀内組 佐久市臼田８０ 水道施設 Ａ

臼田 502 株式会社堀内組 佐久市臼田８０ 解体 Ａ

臼田 313 株式会社丸山工務店 佐久市田口２４２１ 土木一式 Ａ

臼田 313 株式会社丸山工務店 佐久市田口２４２１ 建築一式 Ｂ

臼田 313 株式会社丸山工務店 佐久市田口２４２１ とび・土工・コンクリート Ａ

臼田 313 株式会社丸山工務店 佐久市田口２４２１ ほ装 Ａ

臼田 313 株式会社丸山工務店 佐久市田口２４２１ 塗装 Ａ

15



建設工事　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 工事の種類 格付

臼田 313 株式会社丸山工務店 佐久市田口２４２１ 造園 Ａ

臼田 313 株式会社丸山工務店 佐久市田口２４２１ 解体 Ａ

臼田 121 株式会社マルユウ 佐久市下越１３２‐５ 土木一式 Ｂ

臼田 121 株式会社マルユウ 佐久市下越１３２‐５ 管 Ｂ

臼田 121 株式会社マルユウ 佐久市下越１３２‐５ ほ装 Ｃ

臼田 121 株式会社マルユウ 佐久市下越１３２‐５ 水道施設 Ａ

臼田 275 株式会社ミキ産業 佐久市田口６５１６‐４ 土木一式 Ｅ

臼田 275 株式会社ミキ産業 佐久市田口６５１６‐４ 管 Ｃ

臼田 275 株式会社ミキ産業 佐久市田口６５１６‐４ ほ装 Ｃ

臼田 154 三石建設株式会社 佐久市入沢２２２‐１ 建築一式 Ｅ

臼田 156 宮沢工務店 佐久市田口５００２‐２０ 建築一式 Ｅ

臼田 298 株式会社柳澤組 佐久市田口４８９３ 土木一式 Ｂ

臼田 298 株式会社柳澤組 佐久市田口４８９３ とび・土工・コンクリート Ａ

臼田 298 株式会社柳澤組 佐久市田口４８９３ ほ装 Ｂ

臼田 122 山下建設 佐久市臼田１７６０‐５ 土木一式 Ｅ

臼田 122 山下建設 佐久市臼田１７６０‐５ ほ装 Ｃ

臼田 229 吉田造園建設 佐久市田口４６６１‐２ とび・土工・コンクリート Ｃ

臼田 229 吉田造園建設 佐久市田口４６６１‐２ 造園 Ｃ

県内 429 アイケイマーキング株式会社 長野市真島町川合２０３６ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 429 アイケイマーキング株式会社 長野市真島町川合２０３６ 鋼構造物 Ｃ

県内 429 アイケイマーキング株式会社 長野市真島町川合２０３６ 塗装 Ｃ

県内 496 愛知時計電機株式会社　名古屋支店　松本出張所 松本市島内４６４９‐５スカイビューマンション１０３ 電気 Ａ

県内 496 愛知時計電機株式会社　名古屋支店　松本出張所 松本市島内４６４９‐５スカイビューマンション１０３ 管 Ａ

県内 381 株式会社アイ・ディ・ケイ 上田市常田２‐１６‐９ 電気 Ｃ

県内 381 株式会社アイ・ディ・ケイ 上田市常田２‐１６‐９ 管 Ｃ

県内 381 株式会社アイ・ディ・ケイ 上田市常田２‐１６‐９ 機械器具設置 Ｂ

県内 395 株式会社アイネット　長野支社 長野市高田３７８‐１ 電気 Ａ

県内 395 株式会社アイネット　長野支社 長野市高田３７８‐１ 電気通信 Ａ

県内 476 株式会社アクアテック　長野支店 上田市漆戸字長峯２２１‐１ 管 Ｂ

県内 430 株式会社アクティブ 長野市中御所４‐６‐１９ 土木一式 Ｅ

県内 430 株式会社アクティブ 長野市中御所４‐６‐１９ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 430 株式会社アクティブ 長野市中御所４‐６‐１９ 塗装 Ｃ

県内 105 株式会社朝日工業社　長野営業所 長野市大字鶴賀６２９‐１ 管 Ａ

県内 139 株式会社旭電気商会 長野市大字栗田６５３‐２２ 電気 Ａ
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県内 139 株式会社旭電気商会 長野市大字栗田６５３‐２２ 機械器具設置 Ｃ

県内 139 株式会社旭電気商会 長野市大字栗田６５３‐２２ 電気通信 Ｂ

県内 139 株式会社旭電気商会 長野市大字栗田６５３‐２２ 消防施設 Ｂ

県内 560 浅間設備株式会社 上田市古里１９８９‐１３ 管 Ａ

県内 560 浅間設備株式会社 上田市古里１９８９‐１３ 水道施設 Ｂ

県内 106 アサマ通信株式会社 小諸市乙５５７ 電気 Ａ

県内 106 アサマ通信株式会社 小諸市乙５５７ 電気通信 Ｂ

県内 158 株式会社飛鳥　信越支店 長野市大字石渡１１３‐１ 土木一式 Ｂ

県内 158 株式会社飛鳥　信越支店 長野市大字石渡１１３‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 568 株式会社アストロ電機 千曲市大字新田２００３ 電気 Ｃ

県内 568 株式会社アストロ電機 千曲市大字新田２００３ 電気通信 Ａ

県内 354 株式会社アスピア 松本市宮渕１‐３‐３０ 土木一式 Ａ

県内 354 株式会社アスピア 松本市宮渕１‐３‐３０ 建築一式 Ａ

県内 354 株式会社アスピア 松本市宮渕１‐３‐３０ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 354 株式会社アスピア 松本市宮渕１‐３‐３０ 電気 Ａ

県内 354 株式会社アスピア 松本市宮渕１‐３‐３０ 鋼構造物 Ａ

県内 354 株式会社アスピア 松本市宮渕１‐３‐３０ ほ装 Ａ

県内 354 株式会社アスピア 松本市宮渕１‐３‐３０ 造園 Ａ

県内 354 株式会社アスピア 松本市宮渕１‐３‐３０ 解体 Ａ

県内 360 アズビル株式会社アドバンスオートメーションカンパニー諏訪営業 茅野市中沖２‐４ 電気 Ａ

県内 291 株式会社安部日鋼工業　長野営業所 長野市栗田９５０‐１０あさひスプレッド東口ビル２階 土木一式 Ａ

県内 291 株式会社安部日鋼工業　長野営業所 長野市栗田９５０‐１０あさひスプレッド東口ビル２階 とび・土工・コンクリート Ａ

県内 291 株式会社安部日鋼工業　長野営業所 長野市栗田９５０‐１０あさひスプレッド東口ビル２階 鋼構造物 Ａ

県内 291 株式会社安部日鋼工業　長野営業所 長野市栗田９５０‐１０あさひスプレッド東口ビル２階 塗装 Ｃ

県内 291 株式会社安部日鋼工業　長野営業所 長野市栗田９５０‐１０あさひスプレッド東口ビル２階 水道施設 Ａ

県内 40 安保塗装株式会社 松本市清水２‐１１‐５１ 建築一式 Ｃ

県内 40 安保塗装株式会社 松本市清水２‐１１‐５１ 塗装 Ａ

県内 40 安保塗装株式会社 松本市清水２‐１１‐５１ 防水 Ａ

県内 396 株式会社ＡＭＡＲＩ 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１３２３‐１１７１ 土木一式 Ｅ

県内 396 株式会社ＡＭＡＲＩ 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１３２３‐１１７１ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 396 株式会社ＡＭＡＲＩ 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１３２３‐１１７１ 解体 Ｃ

県内 340 株式会社アルスター 松本市大字和田４０２０‐２５ 土木一式 Ｂ

県内 340 株式会社アルスター 松本市大字和田４０２０‐２５ とび・土工・コンクリート Ｂ

県内 340 株式会社アルスター 松本市大字和田４０２０‐２５ 電気 Ａ
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県内 340 株式会社アルスター 松本市大字和田４０２０‐２５ 管 Ｂ

県内 340 株式会社アルスター 松本市大字和田４０２０‐２５ ほ装 Ｃ

県内 340 株式会社アルスター 松本市大字和田４０２０‐２５ 電気通信 Ａ

県内 340 株式会社アルスター 松本市大字和田４０２０‐２５ 水道施設 Ｂ

県内 340 株式会社アルスター 松本市大字和田４０２０‐２５ 解体 Ｂ

県内 213 株式会社安藤・間　長野営業所 長野市栗田９９５‐１倉石ビル 土木一式 Ａ

県内 213 株式会社安藤・間　長野営業所 長野市栗田９９５‐１倉石ビル 建築一式 Ａ

県内 213 株式会社安藤・間　長野営業所 長野市栗田９９５‐１倉石ビル とび・土工・コンクリート Ａ

県内 213 株式会社安藤・間　長野営業所 長野市栗田９９５‐１倉石ビル 石 Ｃ

県内 213 株式会社安藤・間　長野営業所 長野市栗田９９５‐１倉石ビル 屋根 Ａ

県内 213 株式会社安藤・間　長野営業所 長野市栗田９９５‐１倉石ビル タイル・れんが・ブロック Ａ

県内 213 株式会社安藤・間　長野営業所 長野市栗田９９５‐１倉石ビル ほ装 Ａ

県内 213 株式会社安藤・間　長野営業所 長野市栗田９９５‐１倉石ビル 塗装 Ａ

県内 213 株式会社安藤・間　長野営業所 長野市栗田９９５‐１倉石ビル 内装仕上 Ａ

県内 213 株式会社安藤・間　長野営業所 長野市栗田９９５‐１倉石ビル 水道施設 Ａ

県内 213 株式会社安藤・間　長野営業所 長野市栗田９９５‐１倉石ビル 解体 Ａ

県内 80 ａｎｄ株式会社　長野営業所 塩尻市大門幸町８‐２６ 電気通信 Ａ

県内 526 池田建設株式会社　甲信越支店 松本市宮渕１‐１‐６ 建築一式 Ａ

県内 19 株式会社石井工務所 千曲市大字杭瀬下１７５ 土木一式 Ａ

県内 19 株式会社石井工務所 千曲市大字杭瀬下１７５ 建築一式 Ａ

県内 19 株式会社石井工務所 千曲市大字杭瀬下１７５ とび・土工・コンクリート Ｂ

県内 19 株式会社石井工務所 千曲市大字杭瀬下１７５ 管 Ａ

県内 19 株式会社石井工務所 千曲市大字杭瀬下１７５ ほ装 Ａ

県内 19 株式会社石井工務所 千曲市大字杭瀬下１７５ 塗装 Ｂ

県内 19 株式会社石井工務所 千曲市大字杭瀬下１７５ 防水 Ｂ

県内 19 株式会社石井工務所 千曲市大字杭瀬下１７５ 造園 Ｂ

県内 19 株式会社石井工務所 千曲市大字杭瀬下１７５ 水道施設 Ａ

県内 19 株式会社石井工務所 千曲市大字杭瀬下１７５ 解体 Ａ

県内 70 石井電気工業株式会社 上田市古里１５６８‐２ 電気 Ａ

県内 70 石井電気工業株式会社 上田市古里１５６８‐２ 機械器具設置 Ｂ

県内 70 石井電気工業株式会社 上田市古里１５６８‐２ 電気通信 Ｂ

県内 70 石井電気工業株式会社 上田市古里１５６８‐２ 消防施設 Ｃ

県内 364 石田通信機株式会社 長野市三輪１‐７‐１７ 電気通信 Ａ

県内 86 株式会社井出商店 南佐久郡佐久穂町大字畑５５ 土木一式 Ｅ
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県内 86 株式会社井出商店 南佐久郡佐久穂町大字畑５５ 管 Ｃ

県内 86 株式会社井出商店 南佐久郡佐久穂町大字畑５５ 水道施設 Ｃ

県内 529 伊東産業株式会社　長野支店 長野市小島田町北村沖２７８‐１ 機械器具設置 Ａ

県内 494 株式会社井上興業 諏訪郡下諏訪町９４３‐４ 土木一式 Ｅ

県内 494 株式会社井上興業 諏訪郡下諏訪町９４３‐４ 建築一式 Ｅ

県内 494 株式会社井上興業 諏訪郡下諏訪町９４３‐４ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 494 株式会社井上興業 諏訪郡下諏訪町９４３‐４ ほ装 Ｃ

県内 494 株式会社井上興業 諏訪郡下諏訪町９４３‐４ 造園 Ｃ

県内 494 株式会社井上興業 諏訪郡下諏訪町９４３‐４ 水道施設 Ｃ

県内 494 株式会社井上興業 諏訪郡下諏訪町９４３‐４ 解体 Ｃ

県内 345 株式会社ウィルトス 松本市本庄１‐１‐１３ 建築一式 Ｅ

県内 345 株式会社ウィルトス 松本市本庄１‐１‐１３ 電気 Ｂ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ 土木一式 Ａ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ 建築一式 Ａ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ 屋根 Ａ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ 管 Ｃ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ タイル・れんが・ブロック Ａ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ ほ装 Ａ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ しゅんせつ Ａ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ 塗装 Ａ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ 内装仕上 Ａ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ 水道施設 Ｃ

県内 247 株式会社植木組　長野営業所 長野市鶴賀中堰１４４‐４ 解体 Ａ

県内 178 内田孔建設株式会社 南佐久郡小海町大字千代里３‐８ 土木一式 Ｂ

県内 178 内田孔建設株式会社 南佐久郡小海町大字千代里３‐８ 建築一式 Ａ

県内 178 内田孔建設株式会社 南佐久郡小海町大字千代里３‐８ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 178 内田孔建設株式会社 南佐久郡小海町大字千代里３‐８ 管 Ａ

県内 178 内田孔建設株式会社 南佐久郡小海町大字千代里３‐８ ほ装 Ｂ

県内 178 内田孔建設株式会社 南佐久郡小海町大字千代里３‐８ 造園 Ｃ

県内 178 内田孔建設株式会社 南佐久郡小海町大字千代里３‐８ 水道施設 Ｂ

県内 178 内田孔建設株式会社 南佐久郡小海町大字千代里３‐８ 解体 Ｃ

県内 143 株式会社ウチデン 北佐久郡御代田町大字馬瀬口１８６０‐３９ 電気 Ｃ

県内 323 株式会社内堀塗装 小諸市大字塩野２０９１‐２ 塗装 Ｃ
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番号
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県内 547 浦安工業株式会社　長野支店 長野市早苗町５２‐３ 管 Ａ

県内 509 エクシオグループ株式会社　長野営業所 長野市吉田５－２３－２６ 電気通信 Ａ

県内 519 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　長野営業所 長野市栗田９９１‐１イーストゲート長野 電気 Ａ

県内 519 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　長野営業所 長野市栗田９９１‐１イーストゲート長野 電気通信 Ａ

県内 183 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　長野支店 長野市新田町１１３７‐５ 土木一式 Ａ

県内 183 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　長野支店 長野市新田町１１３７‐５ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 374 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ信越 長野市七瀬中町１６１‐１ 電気通信 Ｃ

県内 532 エポキシ工業株式会社 長野市篠ノ井御幣川７９９‐１ 塗装 Ｃ

県内 532 エポキシ工業株式会社 長野市篠ノ井御幣川７９９‐１ 防水 Ｂ

県内 76 大井建設工業株式会社 北佐久郡御代田町大字馬瀬口１６７０‐７４ 土木一式 Ｂ

県内 76 大井建設工業株式会社 北佐久郡御代田町大字馬瀬口１６７０‐７４ 建築一式 Ａ

県内 76 大井建設工業株式会社 北佐久郡御代田町大字馬瀬口１６７０‐７４ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 76 大井建設工業株式会社 北佐久郡御代田町大字馬瀬口１６７０‐７４ ほ装 Ｂ

県内 76 大井建設工業株式会社 北佐久郡御代田町大字馬瀬口１６７０‐７４ 解体 Ｂ

県内 436 株式会社大林組　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 建築一式 Ａ

県内 436 株式会社大林組　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 左官 Ｃ

県内 436 株式会社大林組　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 436 株式会社大林組　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 石 Ａ

県内 436 株式会社大林組　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 屋根 Ａ

県内 436 株式会社大林組　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ タイル・れんが・ブロック Ａ

県内 436 株式会社大林組　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 鋼構造物 Ａ

県内 436 株式会社大林組　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 塗装 Ａ

県内 436 株式会社大林組　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 防水 Ａ

県内 436 株式会社大林組　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 内装仕上 Ａ

県内 436 株式会社大林組　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 建具 Ａ

県内 307 大屋設備株式会社 上田市大屋６４３ 管 Ａ

県内 66 株式会社岡部建設 南佐久郡佐久穂町大字高野町２８２３ 土木一式 Ｂ

県内 66 株式会社岡部建設 南佐久郡佐久穂町大字高野町２８２３ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 66 株式会社岡部建設 南佐久郡佐久穂町大字高野町２８２３ 管 Ｃ

県内 66 株式会社岡部建設 南佐久郡佐久穂町大字高野町２８２３ ほ装 Ｃ

県内 66 株式会社岡部建設 南佐久郡佐久穂町大字高野町２８２３ 水道施設 Ｂ

県内 66 株式会社岡部建設 南佐久郡佐久穂町大字高野町２８２３ 解体 Ｂ

県内 6 沖電気工業株式会社　長野支店 長野市南千歳１‐１２‐７ 電気通信 Ａ

県内 449 株式会社小田中通信 小諸市大字滋野甲４０７７‐１ 電気通信 Ｂ
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県内 74 小柳建設株式会社　松本営業所 松本市城西１‐１‐３８‐２号 土木一式 Ｅ

県内 74 小柳建設株式会社　松本営業所 松本市城西１‐１‐３８‐２号 とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 74 小柳建設株式会社　松本営業所 松本市城西１‐１‐３８‐２号 ほ装 Ｃ

県内 74 小柳建設株式会社　松本営業所 松本市城西１‐１‐３８‐２号 しゅんせつ Ｃ

県内 74 小柳建設株式会社　松本営業所 松本市城西１‐１‐３８‐２号 塗装 Ｃ

県内 74 小柳建設株式会社　松本営業所 松本市城西１‐１‐３８‐２号 水道施設 Ｃ

県内 74 小柳建設株式会社　松本営業所 松本市城西１‐１‐３８‐２号 解体 Ｃ

県内 149 株式会社ガイアート　長野営業事務所 北佐久郡軽井沢町軽井沢東１０‐２４ 土木一式 Ａ

県内 149 株式会社ガイアート　長野営業事務所 北佐久郡軽井沢町軽井沢東１０‐２４ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 149 株式会社ガイアート　長野営業事務所 北佐久郡軽井沢町軽井沢東１０‐２４ ほ装 Ａ

県内 371 株式会社角藤 長野市南屋島５１５ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 371 株式会社角藤 長野市南屋島５１５ 屋根 Ａ

県内 371 株式会社角藤 長野市南屋島５１５ 管 Ａ

県内 371 株式会社角藤 長野市南屋島５１５ タイル・れんが・ブロック Ａ

県内 371 株式会社角藤 長野市南屋島５１５ 鋼構造物 Ａ

県内 371 株式会社角藤 長野市南屋島５１５ 建具 Ａ

県内 407 有限会社カクナン 南佐久郡小海町大字小海４２８８‐６ 土木一式 Ｅ

県内 407 有限会社カクナン 南佐久郡小海町大字小海４２８８‐６ 管 Ｃ

県内 407 有限会社カクナン 南佐久郡小海町大字小海４２８８‐６ 水道施設 Ｃ

県内 518 株式会社鹿熊組 長野市大字鶴賀緑町１６３１‐３ 土木一式 Ａ

県内 518 株式会社鹿熊組 長野市大字鶴賀緑町１６３１‐３ 建築一式 Ａ

県内 518 株式会社鹿熊組 長野市大字鶴賀緑町１６３１‐３ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 518 株式会社鹿熊組 長野市大字鶴賀緑町１６３１‐３ 鋼構造物 Ａ

県内 518 株式会社鹿熊組 長野市大字鶴賀緑町１６３１‐３ ほ装 Ａ

県内 518 株式会社鹿熊組 長野市大字鶴賀緑町１６３１‐３ 塗装 Ａ

県内 518 株式会社鹿熊組 長野市大字鶴賀緑町１６３１‐３ 防水 Ａ

県内 518 株式会社鹿熊組 長野市大字鶴賀緑町１６３１‐３ 造園 Ａ

県内 518 株式会社鹿熊組 長野市大字鶴賀緑町１６３１‐３ 水道施設 Ａ

県内 518 株式会社鹿熊組 長野市大字鶴賀緑町１６３１‐３ 解体 Ａ

県内 220 鹿島建設株式会社　長野営業所 長野市県町４４２ 土木一式 Ａ

県内 220 鹿島建設株式会社　長野営業所 長野市県町４４２ 建築一式 Ａ

県内 220 鹿島建設株式会社　長野営業所 長野市県町４４２ 大工 Ａ

県内 220 鹿島建設株式会社　長野営業所 長野市県町４４２ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 220 鹿島建設株式会社　長野営業所 長野市県町４４２ 石 Ａ
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県内 220 鹿島建設株式会社　長野営業所 長野市県町４４２ 屋根 Ａ

県内 220 鹿島建設株式会社　長野営業所 長野市県町４４２ タイル・れんが・ブロック Ａ

県内 220 鹿島建設株式会社　長野営業所 長野市県町４４２ 鋼構造物 Ａ

県内 220 鹿島建設株式会社　長野営業所 長野市県町４４２ ほ装 Ａ

県内 220 鹿島建設株式会社　長野営業所 長野市県町４４２ 内装仕上 Ａ

県内 220 鹿島建設株式会社　長野営業所 長野市県町４４２ 解体 Ａ

県内 54 川崎設備工業株式会社　信州営業所 松本市元町３‐３‐７ 管 Ａ

県内 542 川中島建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田９５５‐３ 土木一式 Ａ

県内 542 川中島建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田９５５‐３ 建築一式 Ａ

県内 542 川中島建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田９５５‐３ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 542 川中島建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田９５５‐３ 管 Ａ

県内 542 川中島建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田９５５‐３ ほ装 Ａ

県内 542 川中島建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田９５５‐３ 塗装 Ａ

県内 542 川中島建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田９５５‐３ 造園 Ａ

県内 542 川中島建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田９５５‐３ 水道施設 Ａ

県内 542 川中島建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田９５５‐３ 解体 Ａ

県内 113 川本工業株式会社　甲信越支店 長野市大字鶴賀上千歳町１１３７‐２３ 管 Ａ

県内 113 川本工業株式会社　甲信越支店 長野市大字鶴賀上千歳町１１３７‐２３ 消防施設 Ａ

県内 215 管清工業株式会社　南信営業所 諏訪市南町２‐５ 土木一式 Ａ

県内 215 管清工業株式会社　南信営業所 諏訪市南町２‐５ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 215 管清工業株式会社　南信営業所 諏訪市南町２‐５ しゅんせつ Ａ

県内 215 管清工業株式会社　南信営業所 諏訪市南町２‐５ 塗装 Ａ

県内 264 株式会社関電工　長野支店 長野市緑町１６２９‐３２ 電気 Ａ

県内 264 株式会社関電工　長野支店 長野市緑町１６２９‐３２ 電気通信 Ａ

県内 506 北澤土建株式会社 上田市武石沖４７１‐１ 土木一式 Ａ

県内 506 北澤土建株式会社 上田市武石沖４７１‐１ 建築一式 Ａ

県内 506 北澤土建株式会社 上田市武石沖４７１‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 506 北澤土建株式会社 上田市武石沖４７１‐１ 管 Ｂ

県内 506 北澤土建株式会社 上田市武石沖４７１‐１ 鋼構造物 Ｂ

県内 506 北澤土建株式会社 上田市武石沖４７１‐１ ほ装 Ａ

県内 506 北澤土建株式会社 上田市武石沖４７１‐１ 造園 Ｂ

県内 506 北澤土建株式会社 上田市武石沖４７１‐１ 水道施設 Ａ

県内 506 北澤土建株式会社 上田市武石沖４７１‐１ 解体 Ｃ

県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ 土木一式 Ａ
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県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ 建築一式 Ａ

県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ 電気 Ａ

県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ 管 Ａ

県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ 鋼構造物 Ａ

県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ ほ装 Ａ

県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ 塗装 Ａ

県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ 防水 Ａ

県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ 造園 Ａ

県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ 水道施設 Ａ

県内 333 北野建設株式会社 長野市県町５２４ 解体 Ｃ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ 土木一式 Ａ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ 建築一式 Ａ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ 電気 Ａ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ 管 Ａ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ 鋼構造物 Ａ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ ほ装 Ａ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ 塗装 Ａ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ 防水 Ａ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ 造園 Ａ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ 水道施設 Ａ

県内 39 木下建設株式会社 飯田市松尾町１‐２２ 解体 Ａ

県内 335 協栄電気興業株式会社　上田営業所 上田市林之郷１１１ 電気 Ａ

県内 335 協栄電気興業株式会社　上田営業所 上田市林之郷１１１ 管 Ａ

県内 504 株式会社きんでん　中部支社　長野営業所 長野市大字高田中村２５９‐２ 電気 Ａ

県内 543 株式会社熊谷組　長野営業所 長野市南千歳１‐１５‐３ 建築一式 Ａ

県内 543 株式会社熊谷組　長野営業所 長野市南千歳１‐１５‐３ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 543 株式会社熊谷組　長野営業所 長野市南千歳１‐１５‐３ 鋼構造物 Ａ

県内 543 株式会社熊谷組　長野営業所 長野市南千歳１‐１５‐３ 防水 Ｃ

県内 543 株式会社熊谷組　長野営業所 長野市南千歳１‐１５‐３ 内装仕上 Ａ

県内 357 神稲建設株式会社　軽井沢営業所 北佐久郡軽井沢町大字長倉８６１‐２５ 土木一式 Ａ

県内 357 神稲建設株式会社　軽井沢営業所 北佐久郡軽井沢町大字長倉８６１‐２５ 建築一式 Ａ

県内 357 神稲建設株式会社　軽井沢営業所 北佐久郡軽井沢町大字長倉８６１‐２５ とび・土工・コンクリート Ａ
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県内 357 神稲建設株式会社　軽井沢営業所 北佐久郡軽井沢町大字長倉８６１‐２５ 鋼構造物 Ａ

県内 357 神稲建設株式会社　軽井沢営業所 北佐久郡軽井沢町大字長倉８６１‐２５ ほ装 Ａ

県内 357 神稲建設株式会社　軽井沢営業所 北佐久郡軽井沢町大字長倉８６１‐２５ 塗装 Ａ

県内 357 神稲建設株式会社　軽井沢営業所 北佐久郡軽井沢町大字長倉８６１‐２５ 解体 Ａ

県内 577 栗原工業株式会社　長野営業所 長野市金井田３ 電気 Ａ

県内 10 株式会社黒澤組 南佐久郡小海町大字千代里３１６２ 土木一式 Ａ

県内 10 株式会社黒澤組 南佐久郡小海町大字千代里３１６２ 建築一式 Ａ

県内 10 株式会社黒澤組 南佐久郡小海町大字千代里３１６２ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 10 株式会社黒澤組 南佐久郡小海町大字千代里３１６２ 鋼構造物 Ａ

県内 10 株式会社黒澤組 南佐久郡小海町大字千代里３１６２ ほ装 Ａ

県内 10 株式会社黒澤組 南佐久郡小海町大字千代里３１６２ 解体 Ａ

県内 133 有限会社ケイエムティー 長野市青木島町鋼島２３３‐２ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 446 ケント商事株式会社 上田市福田２２０‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 341 更埴建設株式会社 千曲市大字粟佐１５７８ 土木一式 Ｅ

県内 341 更埴建設株式会社 千曲市大字粟佐１５７８ 建築一式 Ｅ

県内 341 更埴建設株式会社 千曲市大字粟佐１５７８ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 341 更埴建設株式会社 千曲市大字粟佐１５７８ 管 Ｃ

県内 341 更埴建設株式会社 千曲市大字粟佐１５７８ ほ装 Ｃ

県内 341 更埴建設株式会社 千曲市大字粟佐１５７８ 塗装 Ｃ

県内 341 更埴建設株式会社 千曲市大字粟佐１５７８ 防水 Ｃ

県内 341 更埴建設株式会社 千曲市大字粟佐１５７８ 造園 Ｃ

県内 341 更埴建設株式会社 千曲市大字粟佐１５７８ 水道施設 Ｃ

県内 341 更埴建設株式会社 千曲市大字粟佐１５７８ 解体 Ｃ

県内 565 甲信商事株式会社　上田営業所 上田市古里７１１‐３ 電気 Ａ

県内 565 甲信商事株式会社　上田営業所 上田市古里７１１‐３ 管 Ａ

県内 565 甲信商事株式会社　上田営業所 上田市古里７１１‐３ 機械器具設置 Ａ

県内 565 甲信商事株式会社　上田営業所 上田市古里７１１‐３ 水道施設 Ａ

県内 115 株式会社興和　長野営業所 長野市吉田４‐７‐３ 土木一式 Ａ

県内 115 株式会社興和　長野営業所 長野市吉田４‐７‐３ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 115 株式会社興和　長野営業所 長野市吉田４‐７‐３ 管 Ｃ

県内 115 株式会社興和　長野営業所 長野市吉田４‐７‐３ さく井 Ａ

県内 248 株式会社コーケン 岡谷市２３９８‐１ 機械器具設置 Ｂ

県内 324 株式会社ゴールドアース 小諸市大字耳取１８９８‐１ 土木一式 Ｄ

県内 324 株式会社ゴールドアース 小諸市大字耳取１８９８‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ
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県内 324 株式会社ゴールドアース 小諸市大字耳取１８９８‐１ ほ装 Ｃ

県内 324 株式会社ゴールドアース 小諸市大字耳取１８９８‐１ 解体 Ｂ

県内 493 国土防災技術株式会社　長野支店 長野市大字稲葉８２６‐１ 土木一式 Ａ

県内 493 国土防災技術株式会社　長野支店 長野市大字稲葉８２６‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 406 株式会社小林組 南佐久郡佐久穂町大字畑３６ 土木一式 Ｂ

県内 406 株式会社小林組 南佐久郡佐久穂町大字畑３６ 建築一式 Ｂ

県内 406 株式会社小林組 南佐久郡佐久穂町大字畑３６ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 406 株式会社小林組 南佐久郡佐久穂町大字畑３６ 管 Ｂ

県内 406 株式会社小林組 南佐久郡佐久穂町大字畑３６ ほ装 Ｂ

県内 406 株式会社小林組 南佐久郡佐久穂町大字畑３６ 水道施設 Ａ

県内 406 株式会社小林組 南佐久郡佐久穂町大字畑３６ 解体 Ａ

県内 49 株式会社小松製作所 諏訪市湖岸通り２‐３‐１４ 管 Ｃ

県内 49 株式会社小松製作所 諏訪市湖岸通り２‐３‐１４ 機械器具設置 Ａ

県内 49 株式会社小松製作所 諏訪市湖岸通り２‐３‐１４ 水道施設 Ｃ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ 土木一式 Ａ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ 建築一式 Ａ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ 管 Ｂ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ 鋼構造物 Ａ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ ほ装 Ａ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ しゅんせつ Ｂ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ 塗装 Ａ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ 防水 Ａ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ 造園 Ｂ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ さく井 Ｂ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ 水道施設 Ａ

県内 43 株式会社小宮山土木 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６‐１ 解体 Ａ

県内 4 株式会社五明 長野市西和田１‐１１‐４６ 塗装 Ｂ

県内 4 株式会社五明 長野市西和田１‐１１‐４６ 防水 Ｃ

県内 232 坂田工業株式会社 長野市稲里町中央２‐５‐１ 屋根 Ｃ

県内 232 坂田工業株式会社 長野市稲里町中央２‐５‐１ 防水 Ａ

県内 555 株式会社相模組 大町市大町３０５２ 土木一式 Ａ

県内 555 株式会社相模組 大町市大町３０５２ 建築一式 Ａ

県内 555 株式会社相模組 大町市大町３０５２ とび・土工・コンクリート Ａ
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県内 555 株式会社相模組 大町市大町３０５２ 管 Ａ

県内 555 株式会社相模組 大町市大町３０５２ ほ装 Ａ

県内 555 株式会社相模組 大町市大町３０５２ しゅんせつ Ａ

県内 555 株式会社相模組 大町市大町３０５２ 水道施設 Ａ

県内 555 株式会社相模組 大町市大町３０５２ 解体 Ｃ

県内 177 有限会社佐久設備 南佐久郡佐久穂町大字海瀬２５９‐２ 管 Ｃ

県内 31 株式会社サクセン 松本市双葉６‐１ 土木一式 Ｂ

県内 31 株式会社サクセン 松本市双葉６‐１ とび・土工・コンクリート Ｂ

県内 31 株式会社サクセン 松本市双葉６‐１ 電気 Ａ

県内 31 株式会社サクセン 松本市双葉６‐１ 管 Ａ

県内 31 株式会社サクセン 松本市双葉６‐１ ほ装 Ｂ

県内 31 株式会社サクセン 松本市双葉６‐１ 機械器具設置 Ａ

県内 31 株式会社サクセン 松本市双葉６‐１ さく井 Ａ

県内 31 株式会社サクセン 松本市双葉６‐１ 水道施設 Ｂ

県内 31 株式会社サクセン 松本市双葉６‐１ 解体 Ａ

県内 537 笹沢建設株式会社 北佐久郡軽井沢町大字長倉３７３２‐６ 土木一式 Ｂ

県内 537 笹沢建設株式会社 北佐久郡軽井沢町大字長倉３７３２‐６ 建築一式 Ａ

県内 537 笹沢建設株式会社 北佐久郡軽井沢町大字長倉３７３２‐６ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 537 笹沢建設株式会社 北佐久郡軽井沢町大字長倉３７３２‐６ 管 Ｂ

県内 537 笹沢建設株式会社 北佐久郡軽井沢町大字長倉３７３２‐６ ほ装 Ｂ

県内 537 笹沢建設株式会社 北佐久郡軽井沢町大字長倉３７３２‐６ 水道施設 Ｂ

県内 438 サスナカ通信工業株式会社　長野営業所 長野市大字高田１４４７‐１ 電気通信 Ａ

県内 438 サスナカ通信工業株式会社　長野営業所 長野市大字高田１４４７‐１ 消防施設 Ａ

県内 330 株式会社佐藤園芸 長野市青木島３‐３‐１０ 土木一式 Ｃ

県内 330 株式会社佐藤園芸 長野市青木島３‐３‐１０ とび・土工・コンクリート Ｂ

県内 330 株式会社佐藤園芸 長野市青木島３‐３‐１０ ほ装 Ｃ

県内 330 株式会社佐藤園芸 長野市青木島３‐３‐１０ 造園 Ｂ

県内 184 佐藤工業株式会社　長野営業所 長野市中御所１‐１６‐１８ 土木一式 Ａ

県内 184 佐藤工業株式会社　長野営業所 長野市中御所１‐１６‐１８ 建築一式 Ａ

県内 184 佐藤工業株式会社　長野営業所 長野市中御所１‐１６‐１８ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 184 佐藤工業株式会社　長野営業所 長野市中御所１‐１６‐１８ 屋根 Ａ

県内 184 佐藤工業株式会社　長野営業所 長野市中御所１‐１６‐１８ 管 Ａ

県内 184 佐藤工業株式会社　長野営業所 長野市中御所１‐１６‐１８ タイル・れんが・ブロック Ａ

県内 184 佐藤工業株式会社　長野営業所 長野市中御所１‐１６‐１８ ほ装 Ａ
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県内 184 佐藤工業株式会社　長野営業所 長野市中御所１‐１６‐１８ 塗装 Ａ

県内 184 佐藤工業株式会社　長野営業所 長野市中御所１‐１６‐１８ 防水 Ａ

県内 184 佐藤工業株式会社　長野営業所 長野市中御所１‐１６‐１８ 内装仕上 Ａ

県内 184 佐藤工業株式会社　長野営業所 長野市中御所１‐１６‐１８ 解体 Ａ

県内 576 株式会社三六組 飯田市本町４‐７‐２ 土木一式 Ａ

県内 576 株式会社三六組 飯田市本町４‐７‐２ 建築一式 Ａ

県内 576 株式会社三六組 飯田市本町４‐７‐２ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 576 株式会社三六組 飯田市本町４‐７‐２ 管 Ｂ

県内 576 株式会社三六組 飯田市本町４‐７‐２ ほ装 Ｂ

県内 576 株式会社三六組 飯田市本町４‐７‐２ 造園 Ｂ

県内 576 株式会社三六組 飯田市本町４‐７‐２ 水道施設 Ｂ

県内 576 株式会社三六組 飯田市本町４‐７‐２ 解体 Ａ

県内 87 株式会社三英日体 長野市大字風間２０３４ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 87 株式会社三英日体 長野市大字風間２０３４ 解体 Ｃ

県内 356 株式会社三京 中野市大字江部字立畷７７０ 管 Ｂ

県内 356 株式会社三京 中野市大字江部字立畷７７０ 機械器具設置 Ｂ

県内 469 三協電気工業株式会社 松本市女鳥羽１‐８‐５ 電気 Ａ

県内 469 三協電気工業株式会社 松本市女鳥羽１‐８‐５ 管 Ｂ

県内 469 三協電気工業株式会社 松本市女鳥羽１‐８‐５ 電気通信 Ａ

県内 469 三協電気工業株式会社 松本市女鳥羽１‐８‐５ 消防施設 Ａ

県内 253 三協電設工業株式会社 長野市徳間１‐２６‐１３ 電気 Ａ

県内 253 三協電設工業株式会社 長野市徳間１‐２６‐１３ 電気通信 Ｂ

県内 253 三協電設工業株式会社 長野市徳間１‐２６‐１３ 消防施設 Ｃ

県内 456 株式会社三恵システム 長野市大字稲葉母袋沖７４４‐１ 電気 Ａ

県内 456 株式会社三恵システム 長野市大字稲葉母袋沖７４４‐１ 電気通信 Ｂ

県内 347 三建設備工業株式会社　諏訪出張所 諏訪市豊田１２１６角藤諏訪支店ビル 管 Ａ

県内 462 サンコー特機株式会社 長野市大字南長池字村東４５５‐５ 電気 Ｂ

県内 462 サンコー特機株式会社 長野市大字南長池字村東４５５‐５ 電気通信 Ｂ

県内 462 サンコー特機株式会社 長野市大字南長池字村東４５５‐５ 消防施設 Ａ

県内 369 株式会社サン・スプレー 長野市青木島町綱島６１２‐３ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 369 株式会社サン・スプレー 長野市青木島町綱島６１２‐３ 塗装 Ｃ

県内 369 株式会社サン・スプレー 長野市青木島町綱島６１２‐３ 防水 Ｃ

県内 259 株式会社三友情報システム 上田市下之郷８１３‐１３ 電気通信 Ｂ

県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ 土木一式 Ａ
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県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ 建築一式 Ｂ

県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ 屋根 Ｂ

県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ 管 Ｃ

県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ ほ装 Ｂ

県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ しゅんせつ Ｂ

県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ 塗装 Ｂ

県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ 機械器具設置 Ｃ

県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ 造園 Ｂ

県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ 水道施設 Ａ

県内 468 山陽建設株式会社 長野市大字北尾張部１０８ 解体 Ａ

県内 102 サンリン株式会社 東筑摩郡山形村字下本郷４０８２ー３ 電気 Ａ

県内 102 サンリン株式会社 東筑摩郡山形村字下本郷４０８２ー３ 管 Ａ

県内 590 三和シヤッター工業株式会社　長野メンテサービスセンター 長野市南高田２‐３‐９ 建具 Ａ

県内 103 株式会社ＣＴＳラインテック 上田市古里１５３３‐８ 土木一式 Ｃ

県内 103 株式会社ＣＴＳラインテック 上田市古里１５３３‐８ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 103 株式会社ＣＴＳラインテック 上田市古里１５３３‐８ 電気 Ｂ

県内 103 株式会社ＣＴＳラインテック 上田市古里１５３３‐８ 塗装 Ａ

県内 375 株式会社シーテック　長野支社 長野市吉田１‐８‐１５ 土木一式 Ａ

県内 375 株式会社シーテック　長野支社 長野市吉田１‐８‐１５ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 375 株式会社シーテック　長野支社 長野市吉田１‐８‐１５ 電気 Ａ

県内 375 株式会社シーテック　長野支社 長野市吉田１‐８‐１５ 鋼構造物 Ａ

県内 375 株式会社シーテック　長野支社 長野市吉田１‐８‐１５ 塗装 Ａ

県内 375 株式会社シーテック　長野支社 長野市吉田１‐８‐１５ 電気通信 Ａ

県内 375 株式会社シーテック　長野支社 長野市吉田１‐８‐１５ 消防施設 Ａ

県内 418 株式会社ジェスクホリウチ　長野支店 長野市北条町２３‐３ 電気 Ａ

県内 418 株式会社ジェスクホリウチ　長野支店 長野市北条町２３‐３ 管 Ａ

県内 418 株式会社ジェスクホリウチ　長野支店 長野市北条町２３‐３ 機械器具設置 Ａ

県内 418 株式会社ジェスクホリウチ　長野支店 長野市北条町２３‐３ 電気通信 Ａ

県内 348 有限会社しげの 伊那市日影５９５‐２ 土木一式 Ｂ

県内 348 有限会社しげの 伊那市日影５９５‐２ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 348 有限会社しげの 伊那市日影５９５‐２ ほ装 Ｃ

県内 314 有限会社シナノ設備 北佐久郡御代田町大字草越１１７３ 土木一式 Ｃ

県内 314 有限会社シナノ設備 北佐久郡御代田町大字草越１１７３ 管 Ｂ
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県内 314 有限会社シナノ設備 北佐久郡御代田町大字草越１１７３ 水道施設 Ａ

県内 57 清水建設株式会社　長野営業所 長野市南石堂町１２７７ 土木一式 Ａ

県内 57 清水建設株式会社　長野営業所 長野市南石堂町１２７７ 建築一式 Ａ

県内 57 清水建設株式会社　長野営業所 長野市南石堂町１２７７ 鋼構造物 Ｃ

県内 57 清水建設株式会社　長野営業所 長野市南石堂町１２７７ 水道施設 Ｃ

県内 306 情報通信設備株式会社 長野市大字風間字下河原２０３４‐１５ 電気通信 Ｃ

県内 239 昭和コンクリート工業株式会社　松本営業所 松本市宮田５‐１５ 土木一式 Ａ

県内 239 昭和コンクリート工業株式会社　松本営業所 松本市宮田５‐１５ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 131 シンク・エンジニアリング株式会社　中部支店 飯田市鼎上山１７６８‐１ 電気 Ａ

県内 131 シンク・エンジニアリング株式会社　中部支店 飯田市鼎上山１７６８‐１ 電気通信 Ａ

県内 243 進興エンジニアリング株式会社 長野市若槻東条１１５８‐６ 塗装 Ａ

県内 243 進興エンジニアリング株式会社 長野市若槻東条１１５８‐６ 防水 Ｃ

県内 339 株式会社新興工業　長野営業所 長野市小島田町１０７６北岡ビル２０１ 土木一式 Ｅ

県内 339 株式会社新興工業　長野営業所 長野市小島田町１０７６北岡ビル２０１ 鋼構造物 Ａ

県内 339 株式会社新興工業　長野営業所 長野市小島田町１０７６北岡ビル２０１ 塗装 Ｃ

県内 339 株式会社新興工業　長野営業所 長野市小島田町１０７６北岡ビル２０１ 水道施設 Ｃ

県内 245 株式会社信州グリーン 松本市大字島内１２５９‐１３７ 土木一式 Ｂ

県内 245 株式会社信州グリーン 松本市大字島内１２５９‐１３７ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 245 株式会社信州グリーン 松本市大字島内１２５９‐１３７ ほ装 Ｃ

県内 245 株式会社信州グリーン 松本市大字島内１２５９‐１３７ 造園 Ａ

県内 362 信州建装株式会社 飯田市丸山町４‐５５０７‐１３３ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 362 信州建装株式会社 飯田市丸山町４‐５５０７‐１３３ 塗装 Ａ

県内 362 信州建装株式会社 飯田市丸山町４‐５５０７‐１３３ 防水 Ｂ

県内 44 信州電機産業株式会社 松本市中央４‐５‐３ 電気 Ａ

県内 44 信州電機産業株式会社 松本市中央４‐５‐３ 管 Ｃ

県内 44 信州電機産業株式会社 松本市中央４‐５‐３ 機械器具設置 Ａ

県内 44 信州電機産業株式会社 松本市中央４‐５‐３ 電気通信 Ｂ

県内 44 信州電機産業株式会社 松本市中央４‐５‐３ 水道施設 Ｃ

県内 579 新日本工業株式会社　長野営業所 松本市寿北１‐１６‐８ 鋼構造物 Ａ

県内 579 新日本工業株式会社　長野営業所 松本市寿北１‐１６‐８ 塗装 Ｃ

県内 579 新日本工業株式会社　長野営業所 松本市寿北１‐１６‐８ 水道施設 Ａ

県内 566 新菱冷熱工業株式会社　松本営業所 松本市渚２‐７‐３３ 管 Ａ

県内 428 セイコータイムクリエーション株式会社　信越営業所 松本市高宮中１２‐６ 電気 Ａ

県内 428 セイコータイムクリエーション株式会社　信越営業所 松本市高宮中１２‐６ 電気通信 Ａ
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県内 549 西武建設株式会社　長野営業所 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中柳原１２１１‐１ 土木一式 Ａ

県内 549 西武建設株式会社　長野営業所 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中柳原１２１１‐１ 建築一式 Ａ

県内 549 西武建設株式会社　長野営業所 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中柳原１２１１‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 549 西武建設株式会社　長野営業所 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中柳原１２１１‐１ 解体 Ａ

県内 111 株式会社仙嶺 松本市小屋北１‐１９‐６ 防水 Ａ

県内 203 創研建設株式会社 長野市三輪２‐３‐６ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 203 創研建設株式会社 長野市三輪２‐３‐６ ほ装 Ｃ

県内 311 綜合警備保障株式会社　長野支社 長野市大字高田２５９‐２ 電気通信 Ａ

県内 311 綜合警備保障株式会社　長野支社 長野市大字高田２５９‐２ 消防施設 Ａ

県内 401 綜合地質コンサルタント株式会社 長野市稲里町中氷鉋１０８５‐７ 土木一式 Ｂ

県内 401 綜合地質コンサルタント株式会社 長野市稲里町中氷鉋１０８５‐７ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 401 綜合地質コンサルタント株式会社 長野市稲里町中氷鉋１０８５‐７ さく井 Ｃ

県内 45 第一建設工業株式会社　長野支店 長野市中御所４‐４‐１８ 土木一式 Ａ

県内 45 第一建設工業株式会社　長野支店 長野市中御所４‐４‐１８ 建築一式 Ａ

県内 370 第一公害プラント株式会社　東信支店 東御市祢津３００‐７６ 管 Ａ

県内 370 第一公害プラント株式会社　東信支店 東御市祢津３００‐７６ 機械器具設置 Ａ

県内 370 第一公害プラント株式会社　東信支店 東御市祢津３００‐７６ 水道施設 Ｃ

県内 171 第一設備工業株式会社　長野支店 長野市早苗町１８‐１ 管 Ａ

県内 522 株式会社大気社　長野営業所 長野市大字小島中堰南３０１‐５ 管 Ａ

県内 403 大廣建設株式会社 上田市蒼久保３６２‐２ 土木一式 Ｂ

県内 403 大廣建設株式会社 上田市蒼久保３６２‐２ とび・土工・コンクリート Ｂ

県内 473 大成建設株式会社　長野営業所 長野市緑町１３８０‐７ 土木一式 Ａ

県内 473 大成建設株式会社　長野営業所 長野市緑町１３８０‐７ 建築一式 Ａ

県内 473 大成建設株式会社　長野営業所 長野市緑町１３８０‐７ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 473 大成建設株式会社　長野営業所 長野市緑町１３８０‐７ 鋼構造物 Ａ

県内 473 大成建設株式会社　長野営業所 長野市緑町１３８０‐７ ほ装 Ａ

県内 473 大成建設株式会社　長野営業所 長野市緑町１３８０‐７ 防水 Ａ

県内 473 大成建設株式会社　長野営業所 長野市緑町１３８０‐７ 内装仕上 Ａ

県内 473 大成建設株式会社　長野営業所 長野市緑町１３８０‐７ 水道施設 Ａ

県内 473 大成建設株式会社　長野営業所 長野市緑町１３８０‐７ 解体 Ａ

県内 301 ダイダン株式会社　長野営業所 長野市南石堂町１２８２‐１１長栄第１ビル 管 Ａ

県内 582 大和ハウス工業株式会社　長野支店 長野市平林１‐３６‐３ 土木一式 Ａ

県内 582 大和ハウス工業株式会社　長野支店 長野市平林１‐３６‐３ 建築一式 Ａ

県内 582 大和ハウス工業株式会社　長野支店 長野市平林１‐３６‐３ とび・土工・コンクリート Ａ
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県内 582 大和ハウス工業株式会社　長野支店 長野市平林１‐３６‐３ 内装仕上 Ａ

県内 582 大和ハウス工業株式会社　長野支店 長野市平林１‐３６‐３ 解体 Ａ

県内 342 株式会社大和ホーム工業 松本市双葉１４‐１８ 建築一式 Ｂ

県内 342 株式会社大和ホーム工業 松本市双葉１４‐１８ 管 Ａ

県内 342 株式会社大和ホーム工業 松本市双葉１４‐１８ 水道施設 Ａ

県内 477 大和リース株式会社　長野営業所 長野市大字栗田８５０ 建築一式 Ａ

県内 527 高木建設株式会社 長野市安茂里小市１‐３‐３１ 土木一式 Ａ

県内 527 高木建設株式会社 長野市安茂里小市１‐３‐３１ 建築一式 Ａ

県内 527 高木建設株式会社 長野市安茂里小市１‐３‐３１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 527 高木建設株式会社 長野市安茂里小市１‐３‐３１ 管 Ａ

県内 527 高木建設株式会社 長野市安茂里小市１‐３‐３１ ほ装 Ａ

県内 527 高木建設株式会社 長野市安茂里小市１‐３‐３１ 造園 Ａ

県内 527 高木建設株式会社 長野市安茂里小市１‐３‐３１ 水道施設 Ａ

県内 527 高木建設株式会社 長野市安茂里小市１‐３‐３１ 解体 Ａ

県内 392 高砂熱学工業株式会社　長野営業所 長野市鶴賀鍋屋田１４０３‐３ 管 Ａ

県内 126 高山エンジニアリングサービス株式会社 松本市大字島内４３３‐１ 管 Ｃ

県内 126 高山エンジニアリングサービス株式会社 松本市大字島内４３３‐１ 機械器具設置 Ｃ

県内 186 高山電業株式会社 須坂市大字塩川４９０‐１ 電気 Ａ

県内 186 高山電業株式会社 須坂市大字塩川４９０‐１ 管 Ｂ

県内 186 高山電業株式会社 須坂市大字塩川４９０‐１ 電気通信 Ｃ

県内 186 高山電業株式会社 須坂市大字塩川４９０‐１ 消防施設 Ｂ

県内 218 竹内工業株式会社 東御市御牧原２４３３‐１ 土木一式 Ａ

県内 218 竹内工業株式会社 東御市御牧原２４３３‐１ 建築一式 Ａ

県内 218 竹内工業株式会社 東御市御牧原２４３３‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 218 竹内工業株式会社 東御市御牧原２４３３‐１ 管 Ｂ

県内 218 竹内工業株式会社 東御市御牧原２４３３‐１ ほ装 Ａ

県内 218 竹内工業株式会社 東御市御牧原２４３３‐１ 水道施設 Ａ

県内 218 竹内工業株式会社 東御市御牧原２４３３‐１ 解体 Ｃ

県内 520 株式会社竹中工務店　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 建築一式 Ａ

県内 520 株式会社竹中工務店　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 520 株式会社竹中工務店　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 塗装 Ｃ

県内 520 株式会社竹中工務店　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 防水 Ｃ

県内 520 株式会社竹中工務店　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 内装仕上 Ｃ

県内 520 株式会社竹中工務店　長野営業所 長野市大字南長野南県町１０４０‐１ 解体 Ａ

31



建設工事　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 工事の種類 格付

県内 355 竹花工業株式会社 小諸市南町２‐６‐１０ 土木一式 Ａ

県内 355 竹花工業株式会社 小諸市南町２‐６‐１０ 建築一式 Ａ

県内 355 竹花工業株式会社 小諸市南町２‐６‐１０ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 355 竹花工業株式会社 小諸市南町２‐６‐１０ 電気 Ａ

県内 355 竹花工業株式会社 小諸市南町２‐６‐１０ 管 Ａ

県内 355 竹花工業株式会社 小諸市南町２‐６‐１０ ほ装 Ａ

県内 355 竹花工業株式会社 小諸市南町２‐６‐１０ 造園 Ａ

県内 355 竹花工業株式会社 小諸市南町２‐６‐１０ 水道施設 Ａ

県内 355 竹花工業株式会社 小諸市南町２‐６‐１０ 解体 Ａ

県内 447 株式会社竹原重建 上田市上田原１１９５‐１ 土木一式 Ｂ

県内 447 株式会社竹原重建 上田市上田原１１９５‐１ とび・土工・コンクリート Ｂ

県内 447 株式会社竹原重建 上田市上田原１１９５‐１ ほ装 Ｂ

県内 447 株式会社竹原重建 上田市上田原１１９５‐１ 解体 Ａ

県内 205 株式会社竹村コーポレーション　長野支店 茅野市北山４０３５ 管 Ａ

県内 168 株式会社竹村製作所　営業部 長野市小島１２７ 管 Ｂ

県内 434 谷建設株式会社 小諸市大字諸２７２‐１ 土木一式 Ｂ

県内 434 谷建設株式会社 小諸市大字諸２７２‐１ とび・土工・コンクリート Ｂ

県内 434 谷建設株式会社 小諸市大字諸２７２‐１ 管 Ｂ

県内 434 谷建設株式会社 小諸市大字諸２７２‐１ ほ装 Ｂ

県内 434 谷建設株式会社 小諸市大字諸２７２‐１ 水道施設 Ａ

県内 434 谷建設株式会社 小諸市大字諸２７２‐１ 解体 Ｂ

県内 589 タニコー株式会社　長野営業所 長野市北尾張部１４７ 管 Ａ

県内 69 千曲建設工業株式会社 上田市諏訪形９７３‐１ 土木一式 Ａ

県内 69 千曲建設工業株式会社 上田市諏訪形９７３‐１ 建築一式 Ａ

県内 69 千曲建設工業株式会社 上田市諏訪形９７３‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 69 千曲建設工業株式会社 上田市諏訪形９７３‐１ ほ装 Ａ

県内 69 千曲建設工業株式会社 上田市諏訪形９７３‐１ 水道施設 Ａ

県内 69 千曲建設工業株式会社 上田市諏訪形９７３‐１ 解体 Ａ

県内 460 千曲電業株式会社 上田市上野５５‐１ 電気 Ａ

県内 460 千曲電業株式会社 上田市上野５５‐１ 電気通信 Ａ

県内 460 千曲電業株式会社 上田市上野５５‐１ 消防施設 Ａ

県内 591 千広建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田３７０‐１ 土木一式 Ｃ

県内 591 千広建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田３７０‐１ 建築一式 Ａ

県内 591 千広建設株式会社 長野市篠ノ井布施高田３７０‐１ 解体 Ｃ
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県内 379 中信アスナ株式会社　上田支店 上田市常磐城６５４‐１ 電気 Ａ

県内 379 中信アスナ株式会社　上田支店 上田市常磐城６５４‐１ 管 Ａ

県内 379 中信アスナ株式会社　上田支店 上田市常磐城６５４‐１ 機械器具設置 Ａ

県内 379 中信アスナ株式会社　上田支店 上田市常磐城６５４‐１ 電気通信 Ａ

県内 379 中信アスナ株式会社　上田支店 上田市常磐城６５４‐１ 水道施設 Ａ

県内 88 中信建設株式会社 千曲市大字上徳間２３４ 土木一式 Ａ

県内 88 中信建設株式会社 千曲市大字上徳間２３４ 建築一式 Ａ

県内 88 中信建設株式会社 千曲市大字上徳間２３４ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 88 中信建設株式会社 千曲市大字上徳間２３４ 管 Ａ

県内 88 中信建設株式会社 千曲市大字上徳間２３４ ほ装 Ａ

県内 88 中信建設株式会社 千曲市大字上徳間２３４ 塗装 Ｂ

県内 88 中信建設株式会社 千曲市大字上徳間２３４ 防水 Ｂ

県内 88 中信建設株式会社 千曲市大字上徳間２３４ 造園 Ｂ

県内 88 中信建設株式会社 千曲市大字上徳間２３４ 水道施設 Ａ

県内 88 中信建設株式会社 千曲市大字上徳間２３４ 解体 Ａ

県内 224 長豊建設株式会社 飯田市座光寺５５５８‐１ 土木一式 Ａ

県内 224 長豊建設株式会社 飯田市座光寺５５５８‐１ 建築一式 Ｂ

県内 224 長豊建設株式会社 飯田市座光寺５５５８‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 224 長豊建設株式会社 飯田市座光寺５５５８‐１ 管 Ｃ

県内 224 長豊建設株式会社 飯田市座光寺５５５８‐１ ほ装 Ｂ

県内 224 長豊建設株式会社 飯田市座光寺５５５８‐１ 塗装 Ｂ

県内 224 長豊建設株式会社 飯田市座光寺５５５８‐１ 造園 Ｃ

県内 224 長豊建設株式会社 飯田市座光寺５５５８‐１ 水道施設 Ｂ

県内 461 株式会社チヨダ　本店 松本市中山７３０８‐２ 鋼構造物 Ａ

県内 461 株式会社チヨダ　本店 松本市中山７３０８‐２ 水道施設 Ａ

県内 441 株式会社テクノ菱和　長野営業所 松本市中央１‐１‐２ 管 Ａ

県内 361 天宝機械株式会社 松本市大字島立１０７３‐９ 管 Ｃ

県内 361 天宝機械株式会社 松本市大字島立１０７３‐９ 機械器具設置 Ｃ

県内 41 東亜化工機株式会社 長野市西和田２‐２３‐３３ 電気 Ｂ

県内 41 東亜化工機株式会社 長野市西和田２‐２３‐３３ 管 Ｂ

県内 41 東亜化工機株式会社 長野市西和田２‐２３‐３３ 機械器具設置 Ａ

県内 296 東陽興業株式会社 飯田市常盤町２５ 電気 Ａ

県内 296 東陽興業株式会社 飯田市常盤町２５ 管 Ｃ

県内 296 東陽興業株式会社 飯田市常盤町２５ 電気通信 Ａ
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県内 296 東陽興業株式会社 飯田市常盤町２５ 消防施設 Ａ

県内 11 株式会社道路安全 長野市大字稲葉２６０５‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 11 株式会社道路安全 長野市大字稲葉２６０５‐１ 電気 Ａ

県内 11 株式会社道路安全 長野市大字稲葉２６０５‐１ ほ装 Ｃ

県内 11 株式会社道路安全 長野市大字稲葉２６０５‐１ 塗装 Ｃ

県内 236 トーヨークリエイト株式会社　上田支店 上田市中央４‐１８‐３８ 管 Ｃ

県内 236 トーヨークリエイト株式会社　上田支店 上田市中央４‐１８‐３８ 機械器具設置 Ｂ

県内 219 戸田建設株式会社　松本営業所 松本市深志２‐１‐１ 建築一式 Ａ

県内 219 戸田建設株式会社　松本営業所 松本市深志２‐１‐１ 鋼構造物 Ｃ

県内 219 戸田建設株式会社　松本営業所 松本市深志２‐１‐１ 防水 Ｃ

県内 219 戸田建設株式会社　松本営業所 松本市深志２‐１‐１ 内装仕上 Ａ

県内 219 戸田建設株式会社　松本営業所 松本市深志２‐１‐１ 解体 Ａ

県内 142 株式会社トモノ 南佐久郡佐久穂町大字海瀬３５５ 土木一式 Ｄ

県内 142 株式会社トモノ 南佐久郡佐久穂町大字海瀬３５５ 建築一式 Ｂ

県内 142 株式会社トモノ 南佐久郡佐久穂町大字海瀬３５５ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 142 株式会社トモノ 南佐久郡佐久穂町大字海瀬３５５ 塗装 Ｃ

県内 588 株式会社友野組 南佐久郡佐久穂町大字余地１１１‐１ 土木一式 Ｂ

県内 588 株式会社友野組 南佐久郡佐久穂町大字余地１１１‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 588 株式会社友野組 南佐久郡佐久穂町大字余地１１１‐１ 管 Ｃ

県内 588 株式会社友野組 南佐久郡佐久穂町大字余地１１１‐１ ほ装 Ｃ

県内 588 株式会社友野組 南佐久郡佐久穂町大字余地１１１‐１ 造園 Ｃ

県内 588 株式会社友野組 南佐久郡佐久穂町大字余地１１１‐１ 水道施設 Ｃ

県内 426 トライアン株式会社 長野市松岡２‐６‐１８ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 426 トライアン株式会社 長野市松岡２‐６‐１８ 鋼構造物 Ａ

県内 581 株式会社内藤ハウス　長野営業所 長野市柳町６５ 建築一式 Ａ

県内 424 直富商事株式会社 長野市大字大豆島３３９７‐６ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 424 直富商事株式会社 長野市大字大豆島３３９７‐６ 解体 Ａ

県内 533 ナガサカ電気株式会社 長野市大字北長池字下河原７２６‐１ 電気 Ａ

県内 148 株式会社中島組 南佐久郡南相木村３６２３‐４ 土木一式 Ａ

県内 148 株式会社中島組 南佐久郡南相木村３６２３‐４ 建築一式 Ｃ

県内 148 株式会社中島組 南佐久郡南相木村３６２３‐４ とび・土工・コンクリート Ｂ

県内 148 株式会社中島組 南佐久郡南相木村３６２３‐４ ほ装 Ｂ

県内 148 株式会社中島組 南佐久郡南相木村３６２３‐４ 造園 Ｂ

県内 148 株式会社中島組 南佐久郡南相木村３６２３‐４ 解体 Ｃ
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県内 587 長電建設株式会社 長野市三輪７‐６‐１ 土木一式 Ｅ

県内 587 長電建設株式会社 長野市三輪７‐６‐１ 建築一式 Ｅ

県内 85 長野機材株式会社 長野市真島町真島２３００‐１ 土木一式 Ｂ

県内 85 長野機材株式会社 長野市真島町真島２３００‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 85 長野機材株式会社 長野市真島町真島２３００‐１ 電気 Ａ

県内 85 長野機材株式会社 長野市真島町真島２３００‐１ 鋼構造物 Ｂ

県内 85 長野機材株式会社 長野市真島町真島２３００‐１ ほ装 Ｂ

県内 85 長野機材株式会社 長野市真島町真島２３００‐１ 塗装 Ａ

県内 85 長野機材株式会社 長野市真島町真島２３００‐１ 造園 Ｂ

県内 32 長野県防災システム株式会社 東御市常田５７７‐１ 電気 Ｃ

県内 32 長野県防災システム株式会社 東御市常田５７７‐１ 電気通信 Ｃ

県内 32 長野県防災システム株式会社 東御市常田５７７‐１ 消防施設 Ｃ

県内 365 株式会社長野自動車センター 長野市中御所４‐４‐１３ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 365 株式会社長野自動車センター 長野市中御所４‐４‐１３ 電気 Ｂ

県内 365 株式会社長野自動車センター 長野市中御所４‐４‐１３ タイル・れんが・ブロック Ｃ

県内 365 株式会社長野自動車センター 長野市中御所４‐４‐１３ ほ装 Ｃ

県内 365 株式会社長野自動車センター 長野市中御所４‐４‐１３ 塗装 Ａ

県内 365 株式会社長野自動車センター 長野市中御所４‐４‐１３ 造園 Ｃ

県内 38 株式会社長野信栄工業 長野市新諏訪２‐１０‐１４ 管 Ｃ

県内 508 長野体育施設株式会社 長野市小島田町字野田沖１６５‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 187 株式会社長野ナブコ 長野市丹波島２‐９‐１０ 建具 Ａ

県内 431 長野ニチレキ株式会社 長野市大字北長池１９３２ 土木一式 Ｂ

県内 431 長野ニチレキ株式会社 長野市大字北長池１９３２ とび・土工・コンクリート Ｂ

県内 431 長野ニチレキ株式会社 長野市大字北長池１９３２ ほ装 Ａ

県内 431 長野ニチレキ株式会社 長野市大字北長池１９３２ 塗装 Ｂ

県内 431 長野ニチレキ株式会社 長野市大字北長池１９３２ 造園 Ｃ

県内 420 長野水処理機器株式会社 松本市大字和田７９７‐５ 機械器具設置 Ｃ

県内 266 長野三菱電機機器販売株式会社 松本市白板１‐７‐５ 電気 Ａ

県内 266 長野三菱電機機器販売株式会社 松本市白板１‐７‐５ 管 Ａ

県内 266 長野三菱電機機器販売株式会社 松本市白板１‐７‐５ 機械器具設置 Ａ

県内 266 長野三菱電機機器販売株式会社 松本市白板１‐７‐５ 電気通信 Ａ

県内 511 株式会社中村体育 上田市古安曽３３７２‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 511 株式会社中村体育 上田市古安曽３３７２‐１ 機械器具設置 Ｃ

県内 294 株式会社ナショナル防災 長野市若里３‐１４‐１８ 電気 Ｃ
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県内 294 株式会社ナショナル防災 長野市若里３‐１４‐１８ 消防施設 Ｃ

県内 112 鍋林建工株式会社　長野営業所 長野市川合新田字村西９５６‐１ 塗装 Ａ

県内 112 鍋林建工株式会社　長野営業所 長野市川合新田字村西９５６‐１ 防水 Ａ

県内 153 株式会社日広 上田市住吉６７‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 153 株式会社日広 上田市住吉６７‐１ 鋼構造物 Ｃ

県内 170 株式会社日さく　長野営業所 長野市大字北尾張部１１０‐１ 土木一式 Ｂ

県内 170 株式会社日さく　長野営業所 長野市大字北尾張部１１０‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 170 株式会社日さく　長野営業所 長野市大字北尾張部１１０‐１ さく井 Ａ

県内 96 日成ビルド工業株式会社　長野支店 長野市大字栗田９５０‐１東峯プレイス４Ｆ 建築一式 Ａ

県内 448 日特建設株式会社　長野営業所 長野市七瀬中町１６１‐１ 土木一式 Ａ

県内 448 日特建設株式会社　長野営業所 長野市七瀬中町１６１‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 448 日特建設株式会社　長野営業所 長野市七瀬中町１６１‐１ 解体 Ｃ

県内 201 日本電気株式会社　長野支店 長野市栗田９９１‐１ 電気通信 Ａ

県内 50 日本電設工業株式会社　長野営業所 長野市中御所３‐９‐１０ 電気 Ａ

県内 50 日本電設工業株式会社　長野営業所 長野市中御所３‐９‐１０ 電気通信 Ａ

県内 336 日本道路株式会社　長野営業所 長野市三輪２‐３‐６ 土木一式 Ａ

県内 336 日本道路株式会社　長野営業所 長野市三輪２‐３‐６ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 336 日本道路株式会社　長野営業所 長野市三輪２‐３‐６ ほ装 Ａ

県内 336 日本道路株式会社　長野営業所 長野市三輪２‐３‐６ 塗装 Ａ

県内 138 株式会社日本アフター工業 長野市大豆島３８９３ 土木一式 Ｅ

県内 138 株式会社日本アフター工業 長野市大豆島３８９３ 電気 Ａ

県内 138 株式会社日本アフター工業 長野市大豆島３８９３ 管 Ｂ

県内 138 株式会社日本アフター工業 長野市大豆島３８９３ 鋼構造物 Ｃ

県内 138 株式会社日本アフター工業 長野市大豆島３８９３ 機械器具設置 Ａ

県内 138 株式会社日本アフター工業 長野市大豆島３８９３ さく井 Ｃ

県内 72 日本ガス水道株式会社 上田市踏入１‐３‐３５ 管 Ａ

県内 451 日本綜合建設株式会社 長野市若里２‐１５‐５７ 土木一式 Ａ

県内 451 日本綜合建設株式会社 長野市若里２‐１５‐５７ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 451 日本綜合建設株式会社 長野市若里２‐１５‐５７ ほ装 Ａ

県内 451 日本綜合建設株式会社 長野市若里２‐１５‐５７ さく井 Ａ

県内 451 日本綜合建設株式会社 長野市若里２‐１５‐５７ 水道施設 Ａ

県内 169 日本調理機株式会社　長野営業所 長野市高田３６６‐９コーポ伝田１Ｆ 管 Ａ

県内 97 日本無線株式会社　北信越支社 長野市稲里町８３４ 電気通信 Ａ

県内 524 能美防災株式会社　中部支社長野支社 長野市大字高田１３５３‐３ 消防施設 Ａ
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県内 569 株式会社野口興業 小諸市大字市７９０‐６ 土木一式 Ｄ

県内 569 株式会社野口興業 小諸市大字市７９０‐６ ほ装 Ｃ

県内 487 長谷川体育施設株式会社　長野営業所 松本市笹部１‐３‐７ 土木一式 Ａ

県内 487 長谷川体育施設株式会社　長野営業所 松本市笹部１‐３‐７ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 487 長谷川体育施設株式会社　長野営業所 松本市笹部１‐３‐７ ほ装 Ａ

県内 52 畑八開発株式会社 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ 土木一式 Ａ

県内 52 畑八開発株式会社 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ 建築一式 Ａ

県内 52 畑八開発株式会社 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 52 畑八開発株式会社 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ 管 Ａ

県内 52 畑八開発株式会社 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ 鋼構造物 Ａ

県内 52 畑八開発株式会社 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ ほ装 Ａ

県内 52 畑八開発株式会社 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ 造園 Ａ

県内 52 畑八開発株式会社 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ 水道施設 Ａ

県内 52 畑八開発株式会社 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ 解体 Ａ

県内 292 株式会社早野組　中部支店 飯田市上郷飯沼１４３８‐１ダン・イナガキ１階 土木一式 Ａ

県内 292 株式会社早野組　中部支店 飯田市上郷飯沼１４３８‐１ダン・イナガキ１階 とび・土工・コンクリート Ａ

県内 292 株式会社早野組　中部支店 飯田市上郷飯沼１４３８‐１ダン・イナガキ１階 ほ装 Ａ

県内 292 株式会社早野組　中部支店 飯田市上郷飯沼１４３８‐１ダン・イナガキ１階 解体 Ａ

県内 293 株式会社原鉄 飯田市大門町２６ 土木一式 Ｅ

県内 293 株式会社原鉄 飯田市大門町２６ 管 Ｂ

県内 293 株式会社原鉄 飯田市大門町２６ 機械器具設置 Ｂ

県内 293 株式会社原鉄 飯田市大門町２６ 水道施設 Ｂ

県内 223 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部　長野支店 長野市大字南長野新田町１１３７‐５ 電気通信 Ａ

県内 194 株式会社日立国際電気　長野営業所 松本市深志１‐２‐１１ 電気通信 Ａ

県内 512 株式会社平林工業 北安曇郡松川村４４８８ 土木一式 Ｂ

県内 512 株式会社平林工業 北安曇郡松川村４４８８ 建築一式 Ｂ

県内 512 株式会社平林工業 北安曇郡松川村４４８８ とび・土工・コンクリート Ｂ

県内 512 株式会社平林工業 北安曇郡松川村４４８８ ほ装 Ｂ

県内 512 株式会社平林工業 北安曇郡松川村４４８８ 造園 Ｃ

県内 512 株式会社平林工業 北安曇郡松川村４４８８ 解体 Ｃ

県内 571 富士工機株式会社 長野市青木島３‐９‐１０ 電気 Ｃ

県内 571 富士工機株式会社 長野市青木島３‐９‐１０ 管 Ｃ

県内 571 富士工機株式会社 長野市青木島３‐９‐１０ 機械器具設置 Ｃ

県内 571 富士工機株式会社 長野市青木島３‐９‐１０ 電気通信 Ｃ
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県内 571 富士工機株式会社 長野市青木島３‐９‐１０ 水道施設 Ｃ

県内 146 富士コムテック株式会社　長野支店 長野市丹波島１‐２‐２７ 電気通信 Ａ

県内 146 富士コムテック株式会社　長野支店 長野市丹波島１‐２‐２７ 消防施設 Ｂ

県内 93 藤田エンジニアリング株式会社　上田営業所 上田市芳田１２７７‐２ 電気 Ａ

県内 93 藤田エンジニアリング株式会社　上田営業所 上田市芳田１２７７‐２ 管 Ａ

県内 93 藤田エンジニアリング株式会社　上田営業所 上田市芳田１２７７‐２ 機械器具設置 Ａ

県内 93 藤田エンジニアリング株式会社　上田営業所 上田市芳田１２７７‐２ 電気通信 Ａ

県内 2 株式会社フジタ　長野営業所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ 土木一式 Ａ

県内 2 株式会社フジタ　長野営業所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ 建築一式 Ａ

県内 2 株式会社フジタ　長野営業所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 2 株式会社フジタ　長野営業所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ ほ装 Ａ

県内 2 株式会社フジタ　長野営業所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ 防水 Ａ

県内 2 株式会社フジタ　長野営業所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ 内装仕上 Ａ

県内 2 株式会社フジタ　長野営業所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ 水道施設 Ａ

県内 2 株式会社フジタ　長野営業所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ 解体 Ｃ

県内 515 富士電機株式会社　フィールドサービス統括部 松本市島立９４３ 電気 Ａ

県内 573 フジヒタチ株式会社　長野営業所 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第２ビル４０３号室 土木一式 Ｃ

県内 573 フジヒタチ株式会社　長野営業所 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第２ビル４０３号室 管 Ａ

県内 573 フジヒタチ株式会社　長野営業所 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第２ビル４０３号室 鋼構造物 Ｃ

県内 573 フジヒタチ株式会社　長野営業所 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第２ビル４０３号室 機械器具設置 Ａ

県内 573 フジヒタチ株式会社　長野営業所 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第２ビル４０３号室 水道施設 Ａ

県内 246 株式会社藤博建設 上田市富士山２３０８‐２ 土木一式 Ｂ

県内 246 株式会社藤博建設 上田市富士山２３０８‐２ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 246 株式会社藤博建設 上田市富士山２３０８‐２ 管 Ｃ

県内 246 株式会社藤博建設 上田市富士山２３０８‐２ ほ装 Ｃ

県内 246 株式会社藤博建設 上田市富士山２３０８‐２ 水道施設 Ｂ

県内 68 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社　長野支店 長野市吉田５‐１０‐４０ 電気 Ａ

県内 68 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社　長野支店 長野市吉田５‐１０‐４０ 管 Ａ

県内 378 文化シヤッター株式会社　上田営業所 上田市住吉７０‐１２　日広ビル２Ｆ 内装仕上 Ａ

県内 378 文化シヤッター株式会社　上田営業所 上田市住吉７０‐１２　日広ビル２Ｆ 建具 Ａ

県内 402 株式会社ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋｓ　長野営業所 長野市大字栗田３９２‐２ 電気 Ａ

県内 196 株式会社北條組 長野市大字村山３４８‐１ 土木一式 Ａ

県内 196 株式会社北條組 長野市大字村山３４８‐１ 建築一式 Ａ

県内 196 株式会社北條組 長野市大字村山３４８‐１ とび・土工・コンクリート Ａ
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県内 196 株式会社北條組 長野市大字村山３４８‐１ 管 Ａ

県内 196 株式会社北條組 長野市大字村山３４８‐１ ほ装 Ａ

県内 196 株式会社北條組 長野市大字村山３４８‐１ 造園 Ａ

県内 196 株式会社北條組 長野市大字村山３４８‐１ 水道施設 Ａ

県内 196 株式会社北條組 長野市大字村山３４８‐１ 解体 Ａ

県内 334 株式会社北信ボーリング 飯山市大字蓮３９５７ 土木一式 Ｂ

県内 334 株式会社北信ボーリング 飯山市大字蓮３９５７ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 334 株式会社北信ボーリング 飯山市大字蓮３９５７ ほ装 Ｃ

県内 334 株式会社北信ボーリング 飯山市大字蓮３９５７ さく井 Ａ

県内 334 株式会社北信ボーリング 飯山市大字蓮３９５７ 解体 Ｂ

県内 443 北陽建設株式会社　長野営業所 長野市大字稲葉１９９３‐１ 土木一式 Ａ

県内 443 北陽建設株式会社　長野営業所 長野市大字稲葉１９９３‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 443 北陽建設株式会社　長野営業所 長野市大字稲葉１９９３‐１ ほ装 Ａ

県内 443 北陽建設株式会社　長野営業所 長野市大字稲葉１９９３‐１ 造園 Ａ

県内 443 北陽建設株式会社　長野営業所 長野市大字稲葉１９９３‐１ さく井 Ａ

県内 443 北陽建設株式会社　長野営業所 長野市大字稲葉１９９３‐１ 水道施設 Ａ

県内 109 前田建設工業株式会社　長野営業所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ 土木一式 Ａ

県内 109 前田建設工業株式会社　長野営業所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ 建築一式 Ａ

県内 109 前田建設工業株式会社　長野営業所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 109 前田建設工業株式会社　長野営業所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ 屋根 Ａ

県内 109 前田建設工業株式会社　長野営業所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ 鋼構造物 Ａ

県内 109 前田建設工業株式会社　長野営業所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ ほ装 Ａ

県内 109 前田建設工業株式会社　長野営業所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ しゅんせつ Ａ

県内 109 前田建設工業株式会社　長野営業所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ 内装仕上 Ａ

県内 109 前田建設工業株式会社　長野営業所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ 水道施設 Ａ

県内 109 前田建設工業株式会社　長野営業所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ 解体 Ａ

県内 214 株式会社前田製作所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ 鋼構造物 Ａ

県内 214 株式会社前田製作所 長野市篠ノ井御幣川１０９５ 機械器具設置 Ａ

県内 558 松澤工業株式会社 長野市大字東和田５０８ 管 Ａ

県内 558 松澤工業株式会社 長野市大字東和田５０８ 消防施設 Ａ

県内 368 松代建設工業株式会社 長野市青木島１‐２‐１ 土木一式 Ｂ

県内 368 松代建設工業株式会社 長野市青木島１‐２‐１ 建築一式 Ａ

県内 368 松代建設工業株式会社 長野市青木島１‐２‐１ とび・土工・コンクリート Ｂ

県内 368 松代建設工業株式会社 長野市青木島１‐２‐１ 管 Ｃ
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県内 368 松代建設工業株式会社 長野市青木島１‐２‐１ ほ装 Ｃ

県内 368 松代建設工業株式会社 長野市青木島１‐２‐１ 解体 Ａ

県内 483 株式会社マツハシ冷熱　上田支店 上田市中央東１２‐１７ 管 Ａ

県内 163 松本通信特機株式会社 松本市本庄２‐１‐２３ 電気通信 Ｃ

県内 472 松本土建株式会社 松本市大字島立６３５‐１ 土木一式 Ａ

県内 472 松本土建株式会社 松本市大字島立６３５‐１ 建築一式 Ａ

県内 472 松本土建株式会社 松本市大字島立６３５‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 472 松本土建株式会社 松本市大字島立６３５‐１ 屋根 Ａ

県内 472 松本土建株式会社 松本市大字島立６３５‐１ 管 Ａ

県内 472 松本土建株式会社 松本市大字島立６３５‐１ ほ装 Ａ

県内 472 松本土建株式会社 松本市大字島立６３５‐１ 塗装 Ａ

県内 472 松本土建株式会社 松本市大字島立６３５‐１ 防水 Ａ

県内 472 松本土建株式会社 松本市大字島立６３５‐１ 造園 Ａ

県内 472 松本土建株式会社 松本市大字島立６３５‐１ 水道施設 Ａ

県内 472 松本土建株式会社 松本市大字島立６３５‐１ 解体 Ａ

県内 439 株式会社マナテック　上田支店 上田市古里７４０‐２ 電気 Ａ

県内 439 株式会社マナテック　上田支店 上田市古里７４０‐２ 管 Ａ

県内 439 株式会社マナテック　上田支店 上田市古里７４０‐２ 機械器具設置 Ａ

県内 59 丸共建設株式会社 南佐久郡川上村大字大深山１２１８ 土木一式 Ａ

県内 59 丸共建設株式会社 南佐久郡川上村大字大深山１２１８ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 59 丸共建設株式会社 南佐久郡川上村大字大深山１２１８ ほ装 Ａ

県内 435 株式会社丸子信州電気 上田市長瀬３３７１‐１ 電気 Ａ

県内 435 株式会社丸子信州電気 上田市長瀬３３７１‐１ 電気通信 Ｃ

県内 513 丸登電業株式会社　上田支店 上田市中央４‐７‐１５ 電気 Ａ

県内 513 丸登電業株式会社　上田支店 上田市中央４‐７‐１５ 電気通信 Ａ

県内 513 丸登電業株式会社　上田支店 上田市中央４‐７‐１５ 消防施設 Ａ

県内 332 三矢工業株式会社 北佐久郡立科町芦田２０００‐１ 土木一式 Ａ

県内 332 三矢工業株式会社 北佐久郡立科町芦田２０００‐１ 建築一式 Ａ

県内 332 三矢工業株式会社 北佐久郡立科町芦田２０００‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 332 三矢工業株式会社 北佐久郡立科町芦田２０００‐１ 管 Ｂ

県内 332 三矢工業株式会社 北佐久郡立科町芦田２０００‐１ ほ装 Ｂ

県内 332 三矢工業株式会社 北佐久郡立科町芦田２０００‐１ 塗装 Ｃ

県内 332 三矢工業株式会社 北佐久郡立科町芦田２０００‐１ 造園 Ｂ

県内 332 三矢工業株式会社 北佐久郡立科町芦田２０００‐１ 水道施設 Ｃ
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県内 332 三矢工業株式会社 北佐久郡立科町芦田２０００‐１ 解体 Ａ

県内 175 株式会社峰村電気商会 千曲市大字新田８０‐１ 電気 Ｃ

県内 175 株式会社峰村電気商会 千曲市大字新田８０‐１ 電気通信 Ｃ

県内 175 株式会社峰村電気商会 千曲市大字新田８０‐１ 消防施設 Ｃ

県内 397 有限会社箕輪緑化 東御市御牧原１０９ 造園 Ｂ

県内 210 株式会社宮下組 上田市踏入２‐１‐１７ 土木一式 Ａ

県内 210 株式会社宮下組 上田市踏入２‐１‐１７ 建築一式 Ａ

県内 210 株式会社宮下組 上田市踏入２‐１‐１７ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 210 株式会社宮下組 上田市踏入２‐１‐１７ 管 Ｂ

県内 210 株式会社宮下組 上田市踏入２‐１‐１７ ほ装 Ａ

県内 210 株式会社宮下組 上田市踏入２‐１‐１７ 水道施設 Ａ

県内 210 株式会社宮下組 上田市踏入２‐１‐１７ 解体 Ａ

県内 575 ミヤジマ技研株式会社 上田市下之郷２４８ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 575 ミヤジマ技研株式会社 上田市下之郷２４８ 管 Ａ

県内 575 ミヤジマ技研株式会社 上田市下之郷２４８ 鋼構造物 Ａ

県内 575 ミヤジマ技研株式会社 上田市下之郷２４８ ほ装 Ｃ

県内 575 ミヤジマ技研株式会社 上田市下之郷２４８ 塗装 Ｃ

県内 575 ミヤジマ技研株式会社 上田市下之郷２４８ 機械器具設置 Ｂ

県内 575 ミヤジマ技研株式会社 上田市下之郷２４８ 水道施設 Ａ

県内 14 株式会社みゆき野 長野市大字風間７４８‐１ 土木一式 Ｅ

県内 14 株式会社みゆき野 長野市大字風間７４８‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 14 株式会社みゆき野 長野市大字風間７４８‐１ さく井 Ｃ

県内 382 株式会社メイセイ電機 長野市大字北長池２０５９‐３ 電気 Ａ

県内 517 株式会社メエップ 松本市大字島立１８３６‐１０ 土木一式 Ｄ

県内 517 株式会社メエップ 松本市大字島立１８３６‐１０ 電気 Ａ

県内 517 株式会社メエップ 松本市大字島立１８３６‐１０ 管 Ｂ

県内 517 株式会社メエップ 松本市大字島立１８３６‐１０ 鋼構造物 Ｂ

県内 517 株式会社メエップ 松本市大字島立１８３６‐１０ 機械器具設置 Ａ

県内 517 株式会社メエップ 松本市大字島立１８３６‐１０ 水道施設 Ａ

県内 98 メタウォーター株式会社　長野営業所 長野市南高田２‐８‐１２ 電気 Ａ

県内 98 メタウォーター株式会社　長野営業所 長野市南高田２‐８‐１２ 機械器具設置 Ａ

県内 98 メタウォーター株式会社　長野営業所 長野市南高田２‐８‐１２ 電気通信 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 土木一式 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 建築一式 Ａ
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県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 大工 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 左官 Ｃ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 屋根 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 電気 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 管 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ タイル・れんが・ブロック Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 鋼構造物 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ ほ装 Ｂ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 板金 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 塗装 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 防水 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 内装仕上 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 機械器具設置 Ａ

県内 108 株式会社本久 長野市桐原１‐３‐５ 建具 Ａ

県内 128 森松工業株式会社　長野営業所 松本市島立１０９７ー１望月ビル３ーＢ 水道施設 Ａ

県内 416 柳沢建設株式会社 北佐久郡軽井沢町中軽井沢２２‐６ 土木一式 Ａ

県内 416 柳沢建設株式会社 北佐久郡軽井沢町中軽井沢２２‐６ 建築一式 Ｂ

県内 416 柳沢建設株式会社 北佐久郡軽井沢町中軽井沢２２‐６ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 416 柳沢建設株式会社 北佐久郡軽井沢町中軽井沢２２‐６ ほ装 Ａ

県内 416 柳沢建設株式会社 北佐久郡軽井沢町中軽井沢２２‐６ 水道施設 Ｂ

県内 521 株式会社山浦管工 小諸市甲１７０４‐１ 土木一式 Ｃ

県内 521 株式会社山浦管工 小諸市甲１７０４‐１ 管 Ａ

県内 204 株式会社ヤマト　長野営業所 安曇野市穂高７５８１‐４ 土木一式 Ａ

県内 204 株式会社ヤマト　長野営業所 安曇野市穂高７５８１‐４ 電気 Ａ

県内 204 株式会社ヤマト　長野営業所 安曇野市穂高７５８１‐４ 管 Ａ

県内 204 株式会社ヤマト　長野営業所 安曇野市穂高７５８１‐４ 水道施設 Ａ

県内 212 ユートピア産業株式会社 長野市青木島町青木島乙２５８‐１ 管 Ｃ

県内 212 ユートピア産業株式会社 長野市青木島町青木島乙２５８‐１ 機械器具設置 Ｃ

県内 132 吉川建設株式会社　松本支店 松本市村井町北２‐１‐７０ 土木一式 Ａ

県内 132 吉川建設株式会社　松本支店 松本市村井町北２‐１‐７０ 建築一式 Ａ

県内 132 吉川建設株式会社　松本支店 松本市村井町北２‐１‐７０ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 132 吉川建設株式会社　松本支店 松本市村井町北２‐１‐７０ 管 Ｃ

県内 132 吉川建設株式会社　松本支店 松本市村井町北２‐１‐７０ ほ装 Ａ
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県内 132 吉川建設株式会社　松本支店 松本市村井町北２‐１‐７０ 防水 Ｃ

県内 132 吉川建設株式会社　松本支店 松本市村井町北２‐１‐７０ 造園 Ｃ

県内 132 吉川建設株式会社　松本支店 松本市村井町北２‐１‐７０ 水道施設 Ａ

県内 132 吉川建設株式会社　松本支店 松本市村井町北２‐１‐７０ 解体 Ｃ

県内 60 吉澤精機工業株式会社　長野支店 長野市上高田９９１‐１ 電気 Ｃ

県内 159 株式会社リッチエード 松本市大字島立６９３‐１ 土木一式 Ｅ

県内 159 株式会社リッチエード 松本市大字島立６９３‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 159 株式会社リッチエード 松本市大字島立６９３‐１ ほ装 Ｃ

県内 159 株式会社リッチエード 松本市大字島立６９３‐１ 造園 Ｃ

県内 453 菱機工業株式会社　長野支店 長野市大字石渡２１‐５ 管 Ａ

県内 453 菱機工業株式会社　長野支店 長野市大字石渡２１‐５ 消防施設 Ａ

県内 556 ルピナ中部工業株式会社 松本市宮渕２‐２‐３１ 土木一式 Ｂ

県内 556 ルピナ中部工業株式会社 松本市宮渕２‐２‐３１ 建築一式 Ｅ

県内 556 ルピナ中部工業株式会社 松本市宮渕２‐２‐３１ とび・土工・コンクリート Ａ

県内 556 ルピナ中部工業株式会社 松本市宮渕２‐２‐３１ 管 Ａ

県内 556 ルピナ中部工業株式会社 松本市宮渕２‐２‐３１ ほ装 Ｂ

県内 556 ルピナ中部工業株式会社 松本市宮渕２‐２‐３１ 水道施設 Ａ

県内 556 ルピナ中部工業株式会社 松本市宮渕２‐２‐３１ 消防施設 Ｂ

県内 544 株式会社ワールド重機開発 上田市越戸５２１‐５ 土木一式 Ｅ

県内 544 株式会社ワールド重機開発 上田市越戸５２１‐５ 解体 Ａ

県内 199 有限会社ワールドドリーム 上田市塩川３２０２‐２ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 99 和田産業株式会社 長野市大字北長池字南長池境２０５５‐１ 土木一式 Ｃ

県内 99 和田産業株式会社 長野市大字北長池字南長池境２０５５‐１ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 99 和田産業株式会社 長野市大字北長池字南長池境２０５５‐１ 管 Ｂ

県内 99 和田産業株式会社 長野市大字北長池字南長池境２０５５‐１ しゅんせつ Ｃ

県内 99 和田産業株式会社 長野市大字北長池字南長池境２０５５‐１ 機械器具設置 Ｂ

県内 99 和田産業株式会社 長野市大字北長池字南長池境２０５５‐１ 熱絶縁 Ｃ

県内 135 有限会社渡邊興業 松本市大字笹賀５３７－１２ 土木一式 Ｅ

県内 135 有限会社渡邊興業 松本市大字笹賀５３７－１２ とび・土工・コンクリート Ｃ

県内 135 有限会社渡邊興業 松本市大字笹賀５３７－１２ ほ装 Ｃ

県内 415 株式会社渡辺通信 千曲市大字上山田１１１５‐１ 電気通信 Ｃ

県内 442 綿半ソリューションズ株式会社　東北信営業部 長野市南長池２０５ 建築一式 Ａ

県内 36 株式会社渡部 上田市小牧８７３ 造園 Ｃ

県外 64 株式会社相川管理 群馬県前橋市問屋町２‐１４‐９ 土木一式 Ｂ
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県外 64 株式会社相川管理 群馬県前橋市問屋町２‐１４‐９ とび・土工・コンクリート Ｃ

県外 64 株式会社相川管理 群馬県前橋市問屋町２‐１４‐９ 管 Ａ

県外 55 アイテック株式会社 大阪府大阪市北区梅田３‐３‐１０ 電気 Ａ

県外 55 アイテック株式会社 大阪府大阪市北区梅田３‐３‐１０ 機械器具設置 Ａ

県外 55 アイテック株式会社 大阪府大阪市北区梅田３‐３‐１０ 水道施設 Ａ

県外 84 晃工業株式会社 新潟県新潟市西区流通センター２‐２‐３ 電気 Ａ

県外 84 晃工業株式会社 新潟県新潟市西区流通センター２‐２‐３ 管 Ａ

県外 84 晃工業株式会社 新潟県新潟市西区流通センター２‐２‐３ 機械器具設置 Ａ

県外 84 晃工業株式会社 新潟県新潟市西区流通センター２‐２‐３ 電気通信 Ａ

県外 84 晃工業株式会社 新潟県新潟市西区流通センター２‐２‐３ 水道施設 Ａ

県外 484 アクアインテック株式会社 静岡県菊川市東横地３３１１‐１ 機械器具設置 Ａ

県外 484 アクアインテック株式会社 静岡県菊川市東横地３３１１‐１ 水道施設 Ａ

県外 367 株式会社アセント 東京都港区芝浦４‐１６‐２３ 電気 Ａ

県外 367 株式会社アセント 東京都港区芝浦４‐１６‐２３ 電気通信 Ａ

県外 384 安全索道株式会社 滋賀県守山市勝部町４７１‐５ とび・土工・コンクリート Ｂ

県外 384 安全索道株式会社 滋賀県守山市勝部町４７１‐５ 電気 Ａ

県外 384 安全索道株式会社 滋賀県守山市勝部町４７１‐５ 機械器具設置 Ａ

県外 384 安全索道株式会社 滋賀県守山市勝部町４７１‐５ 電気通信 Ｂ

県外 419 飯田鉄工株式会社 山梨県笛吹市境川町石橋１３１４ 鋼構造物 Ａ

県外 419 飯田鉄工株式会社 山梨県笛吹市境川町石橋１３１４ 機械器具設置 Ａ

県外 79 石垣メンテナンス株式会社　営業本部 東京都千代田区丸の内１ー６ー５ 機械器具設置 Ａ

県外 79 石垣メンテナンス株式会社　営業本部 東京都千代田区丸の内１ー６ー５ 水道施設 Ｃ

県外 331 石黒体育施設株式会社 愛知県名古屋市千種区春岡２‐２７‐１８ 土木一式 Ｅ

県外 331 石黒体育施設株式会社 愛知県名古屋市千種区春岡２‐２７‐１８ とび・土工・コンクリート Ｃ

県外 331 石黒体育施設株式会社 愛知県名古屋市千種区春岡２‐２７‐１８ ほ装 Ｃ

県外 338 株式会社岩城 岐阜県可児市柿下２‐１ 土木一式 Ｄ

県外 338 株式会社岩城 岐阜県可児市柿下２‐１ 鋼構造物 Ａ

県外 338 株式会社岩城 岐阜県可児市柿下２‐１ 機械器具設置 Ｃ

県外 338 株式会社岩城 岐阜県可児市柿下２‐１ 水道施設 Ａ

県外 482 エア・ウォーター防災株式会社　東京本社 東京都品川区西五反田２‐１２‐３ 管 Ａ

県外 482 エア・ウォーター防災株式会社　東京本社 東京都品川区西五反田２‐１２‐３ 内装仕上 Ａ

県外 482 エア・ウォーター防災株式会社　東京本社 東京都品川区西五反田２‐１２‐３ 消防施設 Ａ

県外 71 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１‐１９‐４ 土木一式 Ｃ

県外 71 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１‐１９‐４ とび・土工・コンクリート Ｂ

44



建設工事　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 工事の種類 格付

県外 71 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１‐１９‐４ 管 Ｂ

県外 71 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１‐１９‐４ さく井 Ａ

県外 372 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ 電気通信 Ｃ

県外 562 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４‐１４ 電気通信 Ａ

県外 251 株式会社ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９‐２ 管 Ａ

県外 251 株式会社ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９‐２ 機械器具設置 Ａ

県外 251 株式会社ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９‐２ さく井 Ａ

県外 563 荏原環境プラント株式会社　営業第一部 東京都大田区羽田旭町１１‐１ 電気 Ａ

県外 563 荏原環境プラント株式会社　営業第一部 東京都大田区羽田旭町１１‐１ 機械器具設置 Ａ

県外 563 荏原環境プラント株式会社　営業第一部 東京都大田区羽田旭町１１‐１ 清掃施設 Ａ

県外 305 荏原実業株式会社　群馬営業所 群馬県前橋市文京町４‐１８‐２２ 土木一式 Ａ

県外 305 荏原実業株式会社　群馬営業所 群馬県前橋市文京町４‐１８‐２２ 電気 Ａ

県外 305 荏原実業株式会社　群馬営業所 群馬県前橋市文京町４‐１８‐２２ 管 Ａ

県外 305 荏原実業株式会社　群馬営業所 群馬県前橋市文京町４‐１８‐２２ 鋼構造物 Ａ

県外 305 荏原実業株式会社　群馬営業所 群馬県前橋市文京町４‐１８‐２２ 機械器具設置 Ａ

県外 305 荏原実業株式会社　群馬営業所 群馬県前橋市文京町４‐１８‐２２ 水道施設 Ａ

県外 540 荏原商事株式会社　関東支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４‐２４７ 電気 Ａ

県外 540 荏原商事株式会社　関東支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４‐２４７ 管 Ａ

県外 540 荏原商事株式会社　関東支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４‐２４７ 機械器具設置 Ａ

県外 540 荏原商事株式会社　関東支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４‐２４７ 電気通信 Ａ

県外 540 荏原商事株式会社　関東支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４‐２４７ 水道施設 Ａ

県外 208 株式会社荏原製作所　中部支社 愛知県名古屋市西区菊井２‐２２‐７ 管 Ａ

県外 208 株式会社荏原製作所　中部支社 愛知県名古屋市西区菊井２‐２２‐７ 機械器具設置 Ａ

県外 359 株式会社ＦＥＮ 東京都江東区木場２‐７‐２３ 電気 Ａ

県外 359 株式会社ＦＥＮ 東京都江東区木場２‐７‐２３ 電気通信 Ａ

県外 255 株式会社大本組　東京支店 東京都港区南青山５‐９‐１５青山ＯＨＭＯＴＯビル 土木一式 Ａ

県外 255 株式会社大本組　東京支店 東京都港区南青山５‐９‐１５青山ＯＨＭＯＴＯビル 建築一式 Ａ

県外 255 株式会社大本組　東京支店 東京都港区南青山５‐９‐１５青山ＯＨＭＯＴＯビル とび・土工・コンクリート Ａ

県外 255 株式会社大本組　東京支店 東京都港区南青山５‐９‐１５青山ＯＨＭＯＴＯビル 鋼構造物 Ａ

県外 255 株式会社大本組　東京支店 東京都港区南青山５‐９‐１５青山ＯＨＭＯＴＯビル しゅんせつ Ａ

県外 255 株式会社大本組　東京支店 東京都港区南青山５‐９‐１５青山ＯＨＭＯＴＯビル 解体 Ａ

県外 101 奥アンツーカ株式会社　東京支店 東京都台東区三筋１‐１０‐４ 土木一式 Ａ

県外 101 奥アンツーカ株式会社　東京支店 東京都台東区三筋１‐１０‐４ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 101 奥アンツーカ株式会社　東京支店 東京都台東区三筋１‐１０‐４ ほ装 Ａ
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県外 101 奥アンツーカ株式会社　東京支店 東京都台東区三筋１‐１０‐４ 造園 Ａ

県外 235 オルガノ株式会社　環境事業部 東京都江東区新砂１‐２‐８ 電気 Ａ

県外 235 オルガノ株式会社　環境事業部 東京都江東区新砂１‐２‐８ 機械器具設置 Ａ

県外 235 オルガノ株式会社　環境事業部 東京都江東区新砂１‐２‐８ 水道施設 Ａ

県外 433 オルガノプラントサービス株式会社 東京都文京区本郷５‐５‐１６ 電気 Ａ

県外 433 オルガノプラントサービス株式会社 東京都文京区本郷５‐５‐１６ 機械器具設置 Ａ

県外 433 オルガノプラントサービス株式会社 東京都文京区本郷５‐５‐１６ 水道施設 Ａ

県外 90 株式会社嘉穂製作所 福岡県飯塚市大分５６７ 機械器具設置 Ａ

県外 346 川重冷熱工業株式会社　東日本支社 東京都江東区新木場１‐５‐２５深川ギャザリアタワーＳ棟５階 管 Ａ

県外 346 川重冷熱工業株式会社　東日本支社 東京都江東区新木場１‐５‐２５深川ギャザリアタワーＳ棟５階 機械器具設置 Ａ

県外 548 川田建設株式会社　東京支店 東京都北区滝野川６‐３‐１ 土木一式 Ａ

県外 548 川田建設株式会社　東京支店 東京都北区滝野川６‐３‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 548 川田建設株式会社　東京支店 東京都北区滝野川６‐３‐１ 鋼構造物 Ａ

県外 166 川田工業株式会社　東京本社 東京都北区滝野川１‐３‐１１ 土木一式 Ａ

県外 166 川田工業株式会社　東京本社 東京都北区滝野川１‐３‐１１ 建築一式 Ａ

県外 166 川田工業株式会社　東京本社 東京都北区滝野川１‐３‐１１ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 166 川田工業株式会社　東京本社 東京都北区滝野川１‐３‐１１ 鋼構造物 Ａ

県外 61 カワナベ工業株式会社 群馬県高崎市矢中町３１９‐６ 土木一式 Ｂ

県外 61 カワナベ工業株式会社 群馬県高崎市矢中町３１９‐６ 建築一式 Ａ

県外 61 カワナベ工業株式会社 群馬県高崎市矢中町３１９‐６ とび・土工・コンクリート Ｂ

県外 61 カワナベ工業株式会社 群馬県高崎市矢中町３１９‐６ 防水 Ｂ

県外 61 カワナベ工業株式会社 群馬県高崎市矢中町３１９‐６ 水道施設 Ａ

県外 114 株式会社環境保全センター 群馬県高崎市下大島町６２６ 電気 Ｂ

県外 114 株式会社環境保全センター 群馬県高崎市下大島町６２６ 管 Ａ

県外 114 株式会社環境保全センター 群馬県高崎市下大島町６２６ 機械器具設置 Ｂ

県外 114 株式会社環境保全センター 群馬県高崎市下大島町６２６ 水道施設 Ｂ

県外 114 株式会社環境保全センター 群馬県高崎市下大島町６２６ 清掃施設 Ｃ

県外 393 管水工業株式会社 群馬県高崎市小八木町３１０‐１ 土木一式 Ｂ

県外 393 管水工業株式会社 群馬県高崎市小八木町３１０‐１ 管 Ｃ

県外 167 北日本機械株式会社　関東営業所 神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１ 鋼構造物 Ｃ

県外 440 共和化工株式会社　関東支店 東京都品川区西五反田７‐２５‐１９ 土木一式 Ｄ

県外 440 共和化工株式会社　関東支店 東京都品川区西五反田７‐２５‐１９ 電気 Ｂ

県外 440 共和化工株式会社　関東支店 東京都品川区西五反田７‐２５‐１９ 管 Ａ

県外 440 共和化工株式会社　関東支店 東京都品川区西五反田７‐２５‐１９ 機械器具設置 Ａ

46



建設工事　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 工事の種類 格付

県外 440 共和化工株式会社　関東支店 東京都品川区西五反田７‐２５‐１９ 水道施設 Ａ

県外 440 共和化工株式会社　関東支店 東京都品川区西五反田７‐２５‐１９ 清掃施設 Ａ

県外 488 協和機電工業株式会社　東京支店 東京都台東区台東２‐２０‐１３ 古茂田ビル２階 電気 Ａ

県外 488 協和機電工業株式会社　東京支店 東京都台東区台東２‐２０‐１３ 古茂田ビル２階 機械器具設置 Ａ

県外 488 協和機電工業株式会社　東京支店 東京都台東区台東２‐２０‐１３ 古茂田ビル２階 水道施設 Ａ

県外 528 極東サービス株式会社 千葉県八千代市上高野１８２３‐１ 電気 Ｂ

県外 528 極東サービス株式会社 千葉県八千代市上高野１８２３‐１ 機械器具設置 Ａ

県外 150 近畿工業株式会社 兵庫県三木市別所町巴２０ 機械器具設置 Ａ

県外 150 近畿工業株式会社 兵庫県三木市別所町巴２０ 清掃施設 Ａ

県外 157 近畿工業株式会社 大阪府大阪市北区東天満２‐６‐５ 清掃施設 Ａ

県外 427 クボタ機工株式会社　東京支店 東京都中央区京橋２‐１‐３ 管 Ａ

県外 427 クボタ機工株式会社　東京支店 東京都中央区京橋２‐１‐３ 機械器具設置 Ａ

県外 427 クボタ機工株式会社　東京支店 東京都中央区京橋２‐１‐３ 水道施設 Ａ

県外 584 株式会社クボタ　東京本社 東京都中央区京橋２‐１‐３ 機械器具設置 Ａ

県外 584 株式会社クボタ　東京本社 東京都中央区京橋２‐１‐３ 水道施設 Ａ

県外 200 株式会社クリタス 東京都豊島区南池袋１‐１１‐２２ 電気 Ａ

県外 200 株式会社クリタス 東京都豊島区南池袋１‐１１‐２２ 管 Ａ

県外 200 株式会社クリタス 東京都豊島区南池袋１‐１１‐２２ 塗装 Ａ

県外 200 株式会社クリタス 東京都豊島区南池袋１‐１１‐２２ 機械器具設置 Ａ

県外 200 株式会社クリタス 東京都豊島区南池袋１‐１１‐２２ さく井 Ａ

県外 200 株式会社クリタス 東京都豊島区南池袋１‐１１‐２２ 水道施設 Ａ

県外 200 株式会社クリタス 東京都豊島区南池袋１‐１１‐２２ 清掃施設 Ａ

県外 309 ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平１‐７０‐２ とび・土工・コンクリート Ｃ

県外 309 ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平１‐７０‐２ 内装仕上 Ｃ

県外 309 ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平１‐７０‐２ 機械器具設置 Ｂ

県外 174 ＫＹＢステージエンジニアリング株式会社 三重県津市雲出長常町１１２９‐１１ 機械器具設置 Ａ

県外 578 虹技株式会社 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４‐１ タイル・れんが・ブロック Ａ

県外 578 虹技株式会社 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４‐１ 機械器具設置 Ａ

県外 578 虹技株式会社 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４‐１ 清掃施設 Ａ

県外 554 国際建設株式会社 山梨県甲府市塩部４‐１５‐５ 土木一式 Ａ

県外 554 国際建設株式会社 山梨県甲府市塩部４‐１５‐５ 建築一式 Ａ

県外 554 国際建設株式会社 山梨県甲府市塩部４‐１５‐５ とび・土工・コンクリート Ｂ

県外 554 国際建設株式会社 山梨県甲府市塩部４‐１５‐５ ほ装 Ｃ

県外 554 国際建設株式会社 山梨県甲府市塩部４‐１５‐５ 内装仕上 Ａ
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県外 554 国際建設株式会社 山梨県甲府市塩部４‐１５‐５ 造園 Ｃ

県外 554 国際建設株式会社 山梨県甲府市塩部４‐１５‐５ 水道施設 Ａ

県外 118 株式会社五藤光学研究所 東京都府中市矢崎町４‐１６ 建築一式 Ｂ

県外 118 株式会社五藤光学研究所 東京都府中市矢崎町４‐１６ 機械器具設置 Ａ

県外 344 株式会社コトブキ 東京都港区浜松町１‐１４‐５ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 343 コニカミノルタプラネタリウム株式会社 東京都豊島区東池袋３‐１‐３ 機械器具設置 Ｂ

県外 265 小松電機産業株式会社 島根県松江市乃木福富町７３５‐１８８ 電気 Ａ

県外 265 小松電機産業株式会社 島根県松江市乃木福富町７３５‐１８８ 電気通信 Ｂ

県外 260 株式会社コモンテックス 新潟県新潟市中央区女池神明２‐３‐１２ タイル・れんが・ブロック Ｃ

県外 260 株式会社コモンテックス 新潟県新潟市中央区女池神明２‐３‐１２ 機械器具設置 Ｃ

県外 260 株式会社コモンテックス 新潟県新潟市中央区女池神明２‐３‐１２ 清掃施設 Ｃ

県外 91 佐田建設株式会社 群馬県前橋市元総社町１‐１‐７ 土木一式 Ａ

県外 91 佐田建設株式会社 群馬県前橋市元総社町１‐１‐７ 建築一式 Ａ

県外 91 佐田建設株式会社 群馬県前橋市元総社町１‐１‐７ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 91 佐田建設株式会社 群馬県前橋市元総社町１‐１‐７ 電気 Ａ

県外 91 佐田建設株式会社 群馬県前橋市元総社町１‐１‐７ 管 Ｃ

県外 91 佐田建設株式会社 群馬県前橋市元総社町１‐１‐７ ほ装 Ａ

県外 91 佐田建設株式会社 群馬県前橋市元総社町１‐１‐７ 防水 Ａ

県外 91 佐田建設株式会社 群馬県前橋市元総社町１‐１‐７ 解体 Ａ

県外 350 三喜技研工業株式会社 東京都立川市砂川町８‐６０‐１６ 土木一式 Ｂ

県外 350 三喜技研工業株式会社 東京都立川市砂川町８‐６０‐１６ 管 Ｃ

県外 262 三基工業株式会社 愛知県刈谷市東境町住吉６５‐２ 鋼構造物 Ａ

県外 262 三基工業株式会社 愛知県刈谷市東境町住吉６５‐２ 機械器具設置 Ａ

県外 423 株式会社サンケン・エンジニアリング　東京本店 東京都中央区日本橋本町４‐１３‐１０ 機械器具設置 Ａ

県外 423 株式会社サンケン・エンジニアリング　東京本店 東京都中央区日本橋本町４‐１３‐１０ 電気通信 Ｂ

県外 531 株式会社三晃空調　東京本店 東京都新宿区西新宿６‐１８‐１ 管 Ａ

県外 553 三晃工業株式会社 大阪市大正区鶴町２‐１５‐２６ 機械器具設置 Ｂ

県外 507 三辰精工株式会社 東京都江戸川区船堀４‐１２‐１０ 機械器具設置 Ａ

県外 478 三精工事サービス株式会社　東京支店 東京都荒川区東日暮里２‐３‐１１ 機械器具設置 Ａ

県外 538 三精テクノロジーズ株式会社　東京支店 東京都新宿区新宿４‐３‐１７ 機械器具設置 Ａ

県外 48 株式会社塩浜工業　名古屋支店 愛知県名古屋市東区徳川１‐９０１サンエース徳川ビル９階 土木一式 Ａ

県外 48 株式会社塩浜工業　名古屋支店 愛知県名古屋市東区徳川１‐９０１サンエース徳川ビル９階 建築一式 Ａ

県外 421 施設工業株式会社 新潟県新潟市中央区親松７０‐６ 電気 Ｃ

県外 421 施設工業株式会社 新潟県新潟市中央区親松７０‐６ 管 Ｃ
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県外 421 施設工業株式会社 新潟県新潟市中央区親松７０‐６ タイル・れんが・ブロック Ｂ

県外 421 施設工業株式会社 新潟県新潟市中央区親松７０‐６ 機械器具設置 Ｂ

県外 421 施設工業株式会社 新潟県新潟市中央区親松７０‐６ 清掃施設 Ｂ

県外 485 シチズンＴＩＣ株式会社　東京支店 東京都小金井市前原町５‐６‐１２ 電気 Ａ

県外 485 シチズンＴＩＣ株式会社　東京支店 東京都小金井市前原町５‐６‐１２ 電気通信 Ａ

県外 388 島津システムソリューションズ株式会社　東京支店 東京都千代田区神田錦町１‐３ 電気 Ａ

県外 388 島津システムソリューションズ株式会社　東京支店 東京都千代田区神田錦町１‐３ 電気通信 Ａ

県外 117 ショーボンド建設株式会社　東京支店 東京都江東区南砂２‐２‐１７ 土木一式 Ａ

県外 117 ショーボンド建設株式会社　東京支店 東京都江東区南砂２‐２‐１７ 建築一式 Ａ

県外 117 ショーボンド建設株式会社　東京支店 東京都江東区南砂２‐２‐１７ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 117 ショーボンド建設株式会社　東京支店 東京都江東区南砂２‐２‐１７ 鋼構造物 Ａ

県外 117 ショーボンド建設株式会社　東京支店 東京都江東区南砂２‐２‐１７ ほ装 Ａ

県外 117 ショーボンド建設株式会社　東京支店 東京都江東区南砂２‐２‐１７ 塗装 Ａ

県外 530 株式会社神鋼環境ソリューション　東京支社 東京都品川区西品川１‐１‐１ 機械器具設置 Ａ

県外 530 株式会社神鋼環境ソリューション　東京支社 東京都品川区西品川１‐１‐１ 水道施設 Ａ

県外 516 新生テクノス株式会社　東京支店 東京都港区東新橋１‐７‐４ 電気 Ａ

県外 516 新生テクノス株式会社　東京支店 東京都港区東新橋１‐７‐４ 電気通信 Ａ

県外 457 新日本空調株式会社　首都圏事業本部 東京都中央区日本橋浜町２‐３１‐１ 管 Ａ

県外 268 シンフォニアエンジニアリング株式会社　東京本社 東京都新宿区西新宿２‐７‐１小田急第一生命ビル 電気 Ａ

県外 268 シンフォニアエンジニアリング株式会社　東京本社 東京都新宿区西新宿２‐７‐１小田急第一生命ビル 機械器具設置 Ａ

県外 268 シンフォニアエンジニアリング株式会社　東京本社 東京都新宿区西新宿２‐７‐１小田急第一生命ビル 電気通信 Ａ

県外 89 シンフォニアテクノロジー株式会社　社会インフラシステム営業部 東京都港区芝大門１‐１‐３０ 電気 Ａ

県外 89 シンフォニアテクノロジー株式会社　社会インフラシステム営業部 東京都港区芝大門１‐１‐３０ 機械器具設置 Ａ

県外 89 シンフォニアテクノロジー株式会社　社会インフラシステム営業部 東京都港区芝大門１‐１‐３０ 電気通信 Ａ

県外 432 新明和アクアテクサービス株式会社　北関東センター 埼玉県さいたま市北区宮原町４‐４３‐２０ 電気 Ａ

県外 432 新明和アクアテクサービス株式会社　北関東センター 埼玉県さいたま市北区宮原町４‐４３‐２０ 管 Ｂ

県外 432 新明和アクアテクサービス株式会社　北関東センター 埼玉県さいたま市北区宮原町４‐４３‐２０ 機械器具設置 Ａ

県外 383 株式会社水機テクノス 東京都世田谷区桜丘５‐４８‐１６ 機械器具設置 Ａ

県外 383 株式会社水機テクノス 東京都世田谷区桜丘５‐４８‐１６ 水道施設 Ａ

県外 541 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　首都圏支店 東京都港区港南１‐７‐１８ 電気 Ａ

県外 541 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　首都圏支店 東京都港区港南１‐７‐１８ 機械器具設置 Ａ

県外 541 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　首都圏支店 東京都港区港南１‐７‐１８ 水道施設 Ａ

県外 541 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　首都圏支店 東京都港区港南１‐７‐１８ 清掃施設 Ａ

県外 195 スポーツ施設株式会社 東京都板橋区南常盤台１‐３５‐１ 土木一式 Ｂ
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県外 539 株式会社スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井３‐６‐１８ 土木一式 Ａ

県外 539 株式会社スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井３‐６‐１８ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 539 株式会社スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井３‐６‐１８ ほ装 Ａ

県外 539 株式会社スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井３‐６‐１８ 造園 Ａ

県外 422 住友重機械エンバイロメント株式会社 東京都品川区西五反田７‐１０‐４ 管 Ａ

県外 422 住友重機械エンバイロメント株式会社 東京都品川区西五反田７‐１０‐４ 機械器具設置 Ａ

県外 422 住友重機械エンバイロメント株式会社 東京都品川区西五反田７‐１０‐４ 水道施設 Ａ

県外 422 住友重機械エンバイロメント株式会社 東京都品川区西五反田７‐１０‐４ 清掃施設 Ａ

県外 56 株式会社清流メンテナンス 大阪府吹田市垂水町３‐５‐９ 機械器具設置 Ａ

県外 56 株式会社清流メンテナンス 大阪府吹田市垂水町３‐５‐９ 清掃施設 Ｂ

県外 297 セコム上信越株式会社 新潟県新潟市中央区新光町１‐１０ 電気 Ａ

県外 297 セコム上信越株式会社 新潟県新潟市中央区新光町１‐１０ 電気通信 Ａ

県外 297 セコム上信越株式会社 新潟県新潟市中央区新光町１‐１０ 消防施設 Ａ

県外 161 株式会社錢高組　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内１‐１４‐１３ 土木一式 Ａ

県外 161 株式会社錢高組　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内１‐１４‐１３ 建築一式 Ａ

県外 272 株式会社大三洋行 東京都港区港南２‐５‐１１ 電気 Ａ

県外 459 大成設備株式会社 東京都新宿区西新宿２‐６‐１ 電気 Ｃ

県外 459 大成設備株式会社 東京都新宿区西新宿２‐６‐１ 管 Ｃ

県外 391 大日本土木株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１‐１９‐２４ 土木一式 Ａ

県外 391 大日本土木株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１‐１９‐２４ 建築一式 Ａ

県外 391 大日本土木株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１‐１９‐２４ とび・土工・コンクリート Ｃ

県外 391 大日本土木株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１‐１９‐２４ 解体 Ｃ

県外 534 タカオ株式会社 広島県福山市御幸町中津原１７８７‐１ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 42 株式会社丹青社 東京都港区港南１‐２‐７０ 内装仕上 Ａ

県外 373 株式会社中京スポーツ施設 愛知県尾張旭市狩宿新町２‐２７ 土木一式 Ａ

県外 373 株式会社中京スポーツ施設 愛知県尾張旭市狩宿新町２‐２７ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 373 株式会社中京スポーツ施設 愛知県尾張旭市狩宿新町２‐２７ ほ装 Ｂ

県外 373 株式会社中京スポーツ施設 愛知県尾張旭市狩宿新町２‐２７ 造園 Ａ

県外 463 塚本建設株式会社 群馬県藤岡市小林４０２ 土木一式 Ａ

県外 463 塚本建設株式会社 群馬県藤岡市小林４０２ 建築一式 Ａ

県外 463 塚本建設株式会社 群馬県藤岡市小林４０２ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 463 塚本建設株式会社 群馬県藤岡市小林４０２ 管 Ｃ

県外 463 塚本建設株式会社 群馬県藤岡市小林４０２ ほ装 Ｂ

県外 463 塚本建設株式会社 群馬県藤岡市小林４０２ さく井 Ｃ
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県外 463 塚本建設株式会社 群馬県藤岡市小林４０２ 水道施設 Ｂ

県外 463 塚本建設株式会社 群馬県藤岡市小林４０２ 解体 Ｂ

県外 349 月島機械株式会社　水環境事業本部東京支社 東京都中央区晴海３‐５‐１ 機械器具設置 Ａ

県外 349 月島機械株式会社　水環境事業本部東京支社 東京都中央区晴海３‐５‐１ 水道施設 Ａ

県外 304 都築電気株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２‐１３‐３０ 電気通信 Ｃ

県外 385 株式会社鶴見製作所　東京本社 東京都台東区台東１‐３３‐８ 電気 Ａ

県外 385 株式会社鶴見製作所　東京本社 東京都台東区台東１‐３３‐８ 管 Ａ

県外 385 株式会社鶴見製作所　東京本社 東京都台東区台東１‐３３‐８ 機械器具設置 Ａ

県外 385 株式会社鶴見製作所　東京本社 東京都台東区台東１‐３３‐８ 水道施設 Ａ

県外 100 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田１‐４‐５ 機械器具設置 Ａ

県外 100 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田１‐４‐５ 水道施設 Ａ

県外 100 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田１‐４‐５ 清掃施設 Ａ

県外 145 鉄建建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ 土木一式 Ａ

県外 145 鉄建建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ 建築一式 Ａ

県外 145 鉄建建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 145 鉄建建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ 内装仕上 Ｃ

県外 145 鉄建建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ 解体 Ａ

県外 198 株式会社電業社機械製作所　関東支店 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１‐４７‐１ 機械器具設置 Ａ

県外 129 東亜グラウト工業株式会社　北陸支店 新潟県新潟市中央区上所上１－６－１２ 土木一式 Ａ

県外 129 東亜グラウト工業株式会社　北陸支店 新潟県新潟市中央区上所上１－６－１２ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ 土木一式 Ａ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ 建築一式 Ａ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ 石 Ａ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ タイル・れんが・ブロック Ａ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ 鋼構造物 Ａ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ ほ装 Ａ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ しゅんせつ Ａ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ 塗装 Ａ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ 造園 Ａ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ 水道施設 Ｃ

県外 574 東亜建設工業株式会社　東京支店 東京都中央区日本橋室町４‐１‐６ 解体 Ａ

県外 73 株式会社東光高岳 東京都江東区豊洲５‐６‐３６ 電気 Ａ

県外 73 株式会社東光高岳 東京都江東区豊洲５‐６‐３６ 電気通信 Ａ
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県外 455 東光電気工事株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中区錦２‐５‐５八木兵伝馬町ビル 電気 Ａ

県外 217 東芝インフラシステムズ株式会社　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町１‐１１４‐１ 電気 Ａ

県外 217 東芝インフラシステムズ株式会社　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町１‐１１４‐１ 機械器具設置 Ａ

県外 217 東芝インフラシステムズ株式会社　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町１‐１１４‐１ 電気通信 Ａ

県外 217 東芝インフラシステムズ株式会社　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町１‐１１４‐１ 水道施設 Ａ

県外 580 東芝エレベータ株式会社　北関東支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１‐７‐５ 機械器具設置 Ａ

県外 480 東芝ライテック株式会社　首都圏システム営業所 神奈川県川崎市幸区堀川町７２‐３４ 電気 Ａ

県外 475 株式会社トーシン 東京都青梅市藤橋３‐１４‐３ 機械器具設置 Ｃ

県外 286 株式会社トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３‐２３ 内装仕上 Ａ

県外 363 巴工業株式会社　機械本部 東京都品川区北品川５‐５‐１５ 機械器具設置 Ａ

県外 351 株式会社トリアド工房 東京都八王子市大塚６３６‐２ 内装仕上 Ｃ

県外 46 中西工業株式会社 群馬県伊勢崎市今井町７３２‐１ 電気 Ａ

県外 46 中西工業株式会社 群馬県伊勢崎市今井町７３２‐１ 管 Ａ

県外 46 中西工業株式会社 群馬県伊勢崎市今井町７３２‐１ 機械器具設置 Ａ

県外 564 株式会社ナガワ　東京支店 東京都千代田区丸の内１‐４‐１ 建築一式 Ａ

県外 564 株式会社ナガワ　東京支店 東京都千代田区丸の内１‐４‐１ 大工 Ａ

県外 377 新潟通信機株式会社 新潟県新潟市中央区上所中３‐１４‐８ 電気通信 Ｂ

県外 510 西田鉄工株式会社　関東支店 東京都墨田区太平３‐３‐１２アドバンス喜月ビル 鋼構造物 Ａ

県外 510 西田鉄工株式会社　関東支店 東京都墨田区太平３‐３‐１２アドバンス喜月ビル 機械器具設置 Ａ

県外 284 株式会社西原環境　東京・東北支店 東京都港区海岸３‐２０‐２０ 管 Ａ

県外 284 株式会社西原環境　東京・東北支店 東京都港区海岸３‐２０‐２０ 機械器具設置 Ａ

県外 284 株式会社西原環境　東京・東北支店 東京都港区海岸３‐２０‐２０ 水道施設 Ａ

県外 398 西松建設株式会社　中部支店 愛知県名古屋市東区泉２‐２７‐１４ 土木一式 Ａ

県外 398 西松建設株式会社　中部支店 愛知県名古屋市東区泉２‐２７‐１４ 建築一式 Ａ

県外 398 西松建設株式会社　中部支店 愛知県名古屋市東区泉２‐２７‐１４ 解体 Ａ

県外 165 日新電機株式会社　東京支社 東京都千代田区神田錦町２‐２‐１ 電気 Ａ

県外 165 日新電機株式会社　東京支社 東京都千代田区神田錦町２‐２‐１ 電気通信 Ａ

県外 30 日水産業株式会社 神奈川県横浜市港南区港南台３‐４‐４６ 機械器具設置 Ｃ

県外 30 日水産業株式会社 神奈川県横浜市港南区港南台３‐４‐４６ 水道施設 Ｂ

県外 302 ニッタン株式会社　北関東支社 埼玉県さいたま市南区別所３‐１‐５ 電気通信 Ｃ

県外 302 ニッタン株式会社　北関東支社 埼玉県さいたま市南区別所３‐１‐５ 消防施設 Ａ

県外 552 株式会社日展　東京支店 東京都台東区東上野６‐２１‐６ 内装仕上 Ａ

県外 300 日本オーチス・エレベータ株式会社　東日本支社 東京都文京区大塚２‐９‐３ 機械器具設置 Ａ

県外 557 株式会社日本ピーエス　東京支店 東京都千代田区神田猿楽町１‐５‐１８千代田ビル６階 土木一式 Ａ
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県外 202 日本エレベーター製造株式会社 東京都千代田区岩本町１‐１０‐３ 機械器具設置 Ａ

県外 390 日本エンヂニヤ株式会社 愛知県長久手市下川原１５‐１ 電気 Ａ

県外 390 日本エンヂニヤ株式会社 愛知県長久手市下川原１５‐１ 管 Ｃ

県外 390 日本エンヂニヤ株式会社 愛知県長久手市下川原１５‐１ 機械器具設置 Ｂ

県外 390 日本エンヂニヤ株式会社 愛知県長久手市下川原１５‐１ 電気通信 Ａ

県外 390 日本エンヂニヤ株式会社 愛知県長久手市下川原１５‐１ 水道施設 Ｂ

県外 47 日本空調サービス株式会社　関東支店 東京都八王子市明神町２‐２２‐７ 管 Ａ

県外 479 日本自動機工株式会社 埼玉県さいたま市浦和区岸町７‐１‐７ 鋼構造物 Ａ

県外 479 日本自動機工株式会社 埼玉県さいたま市浦和区岸町７‐１‐７ 機械器具設置 Ａ

県外 458 日本ソフト開発株式会社 滋賀県米原市米原西２３ 電気通信 Ｂ

県外 570 日本体育施設株式会社　北関東営業所 群馬県高崎市問屋町西２‐８‐１６ 土木一式 Ａ

県外 570 日本体育施設株式会社　北関東営業所 群馬県高崎市問屋町西２‐８‐１６ とび・土工・コンクリート Ｂ

県外 570 日本体育施設株式会社　北関東営業所 群馬県高崎市問屋町西２‐８‐１６ ほ装 Ａ

県外 570 日本体育施設株式会社　北関東営業所 群馬県高崎市問屋町西２‐８‐１６ 造園 Ａ

県外 263 日本ファブテック株式会社 茨城県取手市下高井１０２０ 土木一式 Ｅ

県外 263 日本ファブテック株式会社 茨城県取手市下高井１０２０ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 263 日本ファブテック株式会社 茨城県取手市下高井１０２０ 鋼構造物 Ａ

県外 257 日本フィールドシステム株式会社　中部支店 愛知県名古屋市名東区藤森２‐１８ 土木一式 Ｂ

県外 257 日本フィールドシステム株式会社　中部支店 愛知県名古屋市名東区藤森２‐１８ とび・土工・コンクリート Ｂ

県外 257 日本フィールドシステム株式会社　中部支店 愛知県名古屋市名東区藤森２‐１８ ほ装 Ａ

県外 257 日本フィールドシステム株式会社　中部支店 愛知県名古屋市名東区藤森２‐１８ 造園 Ａ

県外 353 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２‐３‐４ 建築一式 Ａ

県外 353 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２‐３‐４ 鋼構造物 Ａ

県外 353 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２‐３‐４ 内装仕上 Ａ

県外 241 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社　東京本部 東京都港区東新橋１‐５‐１ 電気 Ａ

県外 241 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社　東京本部 東京都港区東新橋１‐５‐１ 管 Ａ

県外 241 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社　東京本部 東京都港区東新橋１‐５‐１ 内装仕上 Ａ

県外 241 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社　東京本部 東京都港区東新橋１‐５‐１ 電気通信 Ａ

県外 241 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社　東京本部 東京都港区東新橋１‐５‐１ 消防施設 Ａ

県外 486 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社中日本社 愛知県名古屋市東区東桜１‐１４‐１１ 電気 Ａ

県外 486 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社中日本社 愛知県名古屋市東区東桜１‐１４‐１１ 電気通信 Ａ

県外 546 株式会社ピーエス三菱　横浜営業所 神奈川県横浜市中区万代町２‐４‐５ 土木一式 Ａ

県外 546 株式会社ピーエス三菱　横浜営業所 神奈川県横浜市中区万代町２‐４‐５ 建築一式 Ｅ

県外 546 株式会社ピーエス三菱　横浜営業所 神奈川県横浜市中区万代町２‐４‐５ とび・土工・コンクリート Ａ
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県外 546 株式会社ピーエス三菱　横浜営業所 神奈川県横浜市中区万代町２‐４‐５ ほ装 Ａ

県外 546 株式会社ピーエス三菱　横浜営業所 神奈川県横浜市中区万代町２‐４‐５ 水道施設 Ａ

県外 546 株式会社ピーエス三菱　横浜営業所 神奈川県横浜市中区万代町２‐４‐５ 解体 Ａ

県外 583 日立造船株式会社　東京本社 東京都品川区南大井６‐２６‐３ 建築一式 Ｅ

県外 583 日立造船株式会社　東京本社 東京都品川区南大井６‐２６‐３ 電気 Ｃ

県外 583 日立造船株式会社　東京本社 東京都品川区南大井６‐２６‐３ 管 Ｃ

県外 583 日立造船株式会社　東京本社 東京都品川区南大井６‐２６‐３ 鋼構造物 Ｃ

県外 583 日立造船株式会社　東京本社 東京都品川区南大井６‐２６‐３ 機械器具設置 Ｃ

県外 583 日立造船株式会社　東京本社 東京都品川区南大井６‐２６‐３ 水道施設 Ｃ

県外 583 日立造船株式会社　東京本社 東京都品川区南大井６‐２６‐３ 清掃施設 Ｃ

県外 523 株式会社日立ビルシステム　関越支社 群馬県高崎市八島町２６５ 管 Ａ

県外 523 株式会社日立ビルシステム　関越支社 群馬県高崎市八島町２６５ 機械器具設置 Ａ

県外 185 株式会社日立プラントサービス　関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町２‐３５大宮ＭＴビル５階 管 Ａ

県外 185 株式会社日立プラントサービス　関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町２‐３５大宮ＭＴビル５階 機械器具設置 Ａ

県外 185 株式会社日立プラントサービス　関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町２‐３５大宮ＭＴビル５階 水道施設 Ａ

県外 116 ヒビノスペーステック株式会社 東京都港区海岸２‐７‐７０ 電気通信 Ａ

県外 445 日比谷総合設備株式会社　東京本店 東京都港区芝浦３‐４‐１ 電気 Ａ

県外 445 日比谷総合設備株式会社　東京本店 東京都港区芝浦３‐４‐１ 管 Ａ

県外 160 株式会社福島製作所　東京営業所 東京都大田区大森北１‐５‐１ 機械器具設置 Ａ

県外 75 株式会社富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹３‐１‐３ 土木一式 Ｂ

県外 75 株式会社富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹３‐１‐３ とび・土工・コンクリート Ｃ

県外 75 株式会社富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹３‐１‐３ ほ装 Ｂ

県外 75 株式会社富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹３‐１‐３ 造園 Ａ

県外 380 株式会社藤興産 静岡県下田市柿崎４１‐２０ 消防施設 Ｃ

県外 95 株式会社富士通ゼネラル　情報通信ネットワーク営業部 神奈川県川崎市高津区末長３‐３‐１７ 電気通信 Ａ

県外 276 フジテック株式会社　北信越支店 石川県金沢市長士塀１‐１６‐１５ 機械器具設置 Ａ

県外 269 株式会社フソウ　東京支社 東京都中央区日本橋室町２‐３‐１ 土木一式 Ａ

県外 269 株式会社フソウ　東京支社 東京都中央区日本橋室町２‐３‐１ 電気 Ａ

県外 269 株式会社フソウ　東京支社 東京都中央区日本橋室町２‐３‐１ 管 Ａ

県外 269 株式会社フソウ　東京支社 東京都中央区日本橋室町２‐３‐１ 鋼構造物 Ａ

県外 269 株式会社フソウ　東京支社 東京都中央区日本橋室町２‐３‐１ 機械器具設置 Ａ

県外 269 株式会社フソウ　東京支社 東京都中央区日本橋室町２‐３‐１ 水道施設 Ａ

県外 514 古河産機システムズ株式会社 東京都千代田区大手町２‐６‐４ 鋼構造物 Ａ

県外 514 古河産機システムズ株式会社 東京都千代田区大手町２‐６‐４ 機械器具設置 Ａ
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県外 242 古河電池株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中村区各駅１‐１‐３ＪＲゲートタワー４３階 電気 Ａ

県外 337 文化シヤッターサービス株式会社　関越サービス支店 栃木県宇都宮市下栗町２９５１‐８ 内装仕上 Ａ

県外 337 文化シヤッターサービス株式会社　関越サービス支店 栃木県宇都宮市下栗町２９５１‐８ 建具 Ａ

県外 92 ホームラン堂運動施設株式会社 東京都渋谷区代々木１‐５８‐１１ 土木一式 Ｃ

県外 92 ホームラン堂運動施設株式会社 東京都渋谷区代々木１‐５８‐１１ とび・土工・コンクリート Ｂ

県外 92 ホームラン堂運動施設株式会社 東京都渋谷区代々木１‐５８‐１１ ほ装 Ｃ

県外 92 ホームラン堂運動施設株式会社 東京都渋谷区代々木１‐５８‐１１ 造園 Ｃ

県外 172 北栄建設株式会社　上越支店 新潟県上越市藤巻８‐１２ 土木一式 Ａ

県外 172 北栄建設株式会社　上越支店 新潟県上越市藤巻８‐１２ 管 Ａ

県外 172 北栄建設株式会社　上越支店 新潟県上越市藤巻８‐１２ 鋼構造物 Ａ

県外 172 北栄建設株式会社　上越支店 新潟県上越市藤巻８‐１２ ほ装 Ｃ

県外 172 北栄建設株式会社　上越支店 新潟県上越市藤巻８‐１２ しゅんせつ Ｃ

県外 172 北栄建設株式会社　上越支店 新潟県上越市藤巻８‐１２ 塗装 Ｃ

県外 172 北栄建設株式会社　上越支店 新潟県上越市藤巻８‐１２ 水道施設 Ａ

県外 172 北栄建設株式会社　上越支店 新潟県上越市藤巻８‐１２ 解体 Ｃ

県外 551 株式会社前澤エンジニアリングサービス　関東支店 埼玉県川口市仲町５‐１１ 鋼構造物 Ａ

県外 551 株式会社前澤エンジニアリングサービス　関東支店 埼玉県川口市仲町５‐１１ 機械器具設置 Ａ

県外 551 株式会社前澤エンジニアリングサービス　関東支店 埼玉県川口市仲町５‐１１ 水道施設 Ａ

県外 303 前澤工業株式会社　東京支店 東京都中央区新川１‐５‐１７ 機械器具設置 Ａ

県外 303 前澤工業株式会社　東京支店 東京都中央区新川１‐５‐１７ 水道施設 Ａ

県外 63 株式会社前田産業　東京支店 東京都港区海岸２‐６‐３０ＭＳビル３階 建築一式 Ａ

県外 63 株式会社前田産業　東京支店 東京都港区海岸２‐６‐３０ＭＳビル３階 とび・土工・コンクリート Ａ

県外 63 株式会社前田産業　東京支店 東京都港区海岸２‐６‐３０ＭＳビル３階 解体 Ａ

県外 237 松井建設株式会社　東京支店 東京都中央区新川１‐１７‐２２ 土木一式 Ａ

県外 237 松井建設株式会社　東京支店 東京都中央区新川１‐１７‐２２ 建築一式 Ａ

県外 237 松井建設株式会社　東京支店 東京都中央区新川１‐１７‐２２ 解体 Ａ

県外 53 株式会社松村電機製作所　東京支店 東京都台東区池之端２‐７‐１７井門池之端ビル 電気 Ａ

県外 53 株式会社松村電機製作所　東京支店 東京都台東区池之端２‐７‐１７井門池之端ビル 機械器具設置 Ｂ

県外 1 丸茂電機株式会社 東京都千代田区神田須田町１‐２４ 電気 Ａ

県外 1 丸茂電機株式会社 東京都千代田区神田須田町１‐２４ 機械器具設置 Ｂ

県外 94 美津濃株式会社　東京支店 東京都千代田区神田小川町３‐１ 土木一式 Ａ

県外 94 美津濃株式会社　東京支店 東京都千代田区神田小川町３‐１ ほ装 Ａ

県外 94 美津濃株式会社　東京支店 東京都千代田区神田小川町３‐１ 造園 Ｃ

県外 258 株式会社ミゾタ　東京支店 東京都港区浜松町２‐１‐１８ 鋼構造物 Ａ
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県外 258 株式会社ミゾタ　東京支店 東京都港区浜松町２‐１‐１８ 機械器具設置 Ａ

県外 258 株式会社ミゾタ　東京支店 東京都港区浜松町２‐１‐１８ 水道施設 Ａ

県外 283 三井住友建設株式会社　北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１‐１０３ 土木一式 Ａ

県外 283 三井住友建設株式会社　北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１‐１０３ 建築一式 Ａ

県外 283 三井住友建設株式会社　北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１‐１０３ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 283 三井住友建設株式会社　北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１‐１０３ 鋼構造物 Ａ

県外 283 三井住友建設株式会社　北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１‐１０３ しゅんせつ Ｃ

県外 283 三井住友建設株式会社　北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１‐１０３ 内装仕上 Ａ

県外 283 三井住友建設株式会社　北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１‐１０３ 水道施設 Ａ

県外 283 三井住友建設株式会社　北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１‐１０３ 解体 Ａ

県外 572 三菱化工機株式会社　環境営業部 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ソリッドスクエア東館 機械器具設置 Ａ

県外 572 三菱化工機株式会社　環境営業部 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ソリッドスクエア東館 水道施設 Ａ

県外 572 三菱化工機株式会社　環境営業部 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ソリッドスクエア東館 清掃施設 Ａ

県外 147 三菱電機ビルソリューションズ株式会社　関越支社 埼玉県さいたま市大宮区仲町１‐１１０ 電気 Ａ

県外 147 三菱電機ビルソリューションズ株式会社　関越支社 埼玉県さいたま市大宮区仲町１‐１１０ 管 Ａ

県外 147 三菱電機ビルソリューションズ株式会社　関越支社 埼玉県さいたま市大宮区仲町１‐１１０ 機械器具設置 Ａ

県外 481 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部北関東営業 埼玉県さいたま市大宮区仲町２‐２８‐３ 電気 Ａ

県外 400 三菱プレシジョン株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中区丸の内３‐２１‐３１ 機械器具設置 Ａ

県外 400 三菱プレシジョン株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中区丸の内３‐２１‐３１ 電気通信 Ａ

県外 492 三菱電機株式会社　関越支社 埼玉県さいたま市中央区新都心１１‐２ 電気 Ａ

県外 492 三菱電機株式会社　関越支社 埼玉県さいたま市中央区新都心１１‐２ 電気通信 Ａ

県外 329 宮地エンジニアリング株式会社 東京都中央区日本橋富沢町９‐１９ 土木一式 Ａ

県外 329 宮地エンジニアリング株式会社 東京都中央区日本橋富沢町９‐１９ とび・土工・コンクリート Ａ

県外 329 宮地エンジニアリング株式会社 東京都中央区日本橋富沢町９‐１９ 鋼構造物 Ａ

県外 140 株式会社宮本工業所 富山県富山市奥田新町１２‐３ タイル・れんが・ブロック Ａ

県外 140 株式会社宮本工業所 富山県富山市奥田新町１２‐３ 機械器具設置 Ａ

県外 192 村本建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内３‐１９‐１２ 土木一式 Ａ

県外 192 村本建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内３‐１９‐１２ 建築一式 Ａ

県外 192 村本建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内３‐１９‐１２ 解体 Ａ

県外 389 株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲３‐２‐２４ 建築一式 Ａ

県外 389 株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲３‐２‐２４ 大工 Ａ

県外 389 株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲３‐２‐２４ とび・土工・コンクリート Ｂ

県外 389 株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲３‐２‐２４ 電気 Ｂ

県外 389 株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲３‐２‐２４ 鋼構造物 Ａ
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県外 389 株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲３‐２‐２４ 内装仕上 Ａ

県外 425 株式会社メイキョー 山梨県甲府市徳行２‐２‐３８ 電気 Ｂ

県外 425 株式会社メイキョー 山梨県甲府市徳行２‐２‐３８ 管 Ｂ

県外 425 株式会社メイキョー 山梨県甲府市徳行２‐２‐３８ 機械器具設置 Ｃ

県外 197 株式会社明光 和歌山県海南市下津町下津３０８０‐１ 塗装 Ｃ

県外 352 名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ＪＲセントラルタワーズ３４階 土木一式 Ａ

県外 352 名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ＪＲセントラルタワーズ３４階 建築一式 Ａ

県外 352 名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ＪＲセントラルタワーズ３４階 とび・土工・コンクリート Ａ

県外 352 名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ＪＲセントラルタワーズ３４階 鋼構造物 Ａ

県外 352 名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ＪＲセントラルタワーズ３４階 ほ装 Ａ

県外 352 名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ＪＲセントラルタワーズ３４階 防水 Ａ

県外 352 名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ＪＲセントラルタワーズ３４階 水道施設 Ａ

県外 352 名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１‐４ＪＲセントラルタワーズ３４階 解体 Ａ

県外 299 株式会社明電舎　中部支社 愛知県名古屋市中区錦１‐１７‐１３ 電気 Ａ

県外 299 株式会社明電舎　中部支社 愛知県名古屋市中区錦１‐１７‐１３ 機械器具設置 Ａ

県外 110 メタウォーターサービス株式会社　事業推進本部 東京都千代田区神田須田町１‐２５ 機械器具設置 Ａ

県外 110 メタウォーターサービス株式会社　事業推進本部 東京都千代田区神田須田町１‐２５ 水道施設 Ａ

県外 67 安川オートメーション・ドライブ株式会社　東京支店 東京都品川区大崎１‐１１‐１ 電気 Ｃ

県外 271 株式会社安川電機　東京支社 東京都港区海岸１‐１６‐１ 電気 Ａ

県外 490 矢田工業株式会社 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 土木一式 Ｂ

県外 490 矢田工業株式会社 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 建築一式 Ｅ

県外 490 矢田工業株式会社 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 鋼構造物 Ａ

県外 490 矢田工業株式会社 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 機械器具設置 Ｂ

県外 376 株式会社山越 愛知県名古屋市西区則武新町１‐３‐５ 土木一式 Ａ

県外 376 株式会社山越 愛知県名古屋市西区則武新町１‐３‐５ 管 Ｂ

県外 376 株式会社山越 愛知県名古屋市西区則武新町１‐３‐５ ほ装 Ｂ

県外 376 株式会社山越 愛知県名古屋市西区則武新町１‐３‐５ 水道施設 Ｃ

県外 503 株式会社山梨ボーリング 山梨県甲府市西高橋町２３３ 管 Ｃ

県外 503 株式会社山梨ボーリング 山梨県甲府市西高橋町２３３ さく井 Ｃ

県外 366 ヤマハサウンドシステム株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町４１‐１２ 電気通信 Ａ

県外 358 横河ソリューションサービス株式会社　環境システム本部 東京都武蔵野市中町２‐９‐３２ 電気 Ａ

県外 358 横河ソリューションサービス株式会社　環境システム本部 東京都武蔵野市中町２‐９‐３２ 機械器具設置 Ａ

県外 358 横河ソリューションサービス株式会社　環境システム本部 東京都武蔵野市中町２‐９‐３２ 電気通信 Ａ

県外 279 株式会社横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 土木一式 Ｅ
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県外 279 株式会社横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 鋼構造物 Ａ

県外 8 吉田工機株式会社　関東支店 埼玉県さいたま市北区宮原町２ー１８ー１５ 鋼構造物 Ａ

県外 8 吉田工機株式会社　関東支店 埼玉県さいたま市北区宮原町２ー１８ー１５ 機械器具設置 Ａ

県外 394 理水化学株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区則武１‐３‐８野村新名古屋ビル 電気 Ｃ

県外 394 理水化学株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区則武１‐３‐８野村新名古屋ビル 機械器具設置 Ａ

県外 394 理水化学株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区則武１‐３‐８野村新名古屋ビル 水道施設 Ａ
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