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A001700005 川北電気工業株式会社 愛知県名古屋市中区栄四丁目６番２５号 取締役社長　大津　正己 有 茨城営業所 茨城県筑西市伊讃美１９４７番地２ 営業所長　大和田　創

A001700007 有限会社佐藤管理工業 茨城県土浦市立田町１０番２２号 代表取締役　佐藤　敏明

A001700011 三建設備工業株式会社 東京都中央区新川一丁目１７番２１号 代表取締役　松井　栄一 有 茨城営業所 茨城県水戸市元吉田町７１番地７ 所長　堂薗　順幸

A001700014 株式会社大洋 茨城県水戸市千波町１９５０番地ウェーブ２１ビル３階Ａ 代表取締役　星　文佳

A001700024 株式会社富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長３丁目３番１７号 代表取締役　斎藤　悦郎 有 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丁目３番１７号 部長　新田　洋司

A001700025 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋１－７－１ 代表取締役社長　今井　雅則 有 関東支店 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－５ 執行役員支店長　大谷　清介

A001700026 株式会社水都交安 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町１４３４－３ 代表取締役社長　小池　敏夫

A001700031 株式会社ベルテクノ 愛知県名古屋市中区錦三丁目５番２７号 代表取締役　鈴木　洋

A001700034 コスモ綜合建設株式会社 茨城県水戸市けやき台二丁目１３番地２ 代表取締役　池田　勇夫

A001700039 前澤工業株式会社 東京都中央区新川一丁目５番１７号 代表取締役　松原　正 有 北関東支店 埼玉県川口市仲町５番１１号 支店長　星　進一郎

A001700041 中山技研株式会社 茨城県土浦市永国７４８－３ 代表取締役　中山　義三

A001700047 川村工業株式会社 茨城県土浦市虫掛３５５６番地 代表取締役　小林　勝夫

A001700048 株式会社ブロード 茨城県土浦市西並木３７８１番地の２９ 代表取締役　香取　洋治

A001700051 大同機工株式会社 埼玉県戸田市新曽３３６番地 代表取締役　德永　光昭 有 茨城営業所 茨城県土浦市桜町４‐３‐２０ 所長　小松﨑　洋

A001700053 株式会社ガイアート 東京都新宿区新小川町８番２７号 代表取締役　山本　健司 有 東関東営業所 茨城県つくばみらい市小絹２１６－１ 所長　河地　伸明

A001700058 株式会社関電工 東京都港区芝浦４丁目８番３３号 取締役社長　森戸　義美 有 茨城支店 茨城県水戸市城南２丁目７番１４号 執行役員支店長　亀山　昌美

A001700062 株式会社協和エクシオ 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 代表取締役　舩橋　哲也 有 茨城営業所 茨城県水戸市笠原町１４８６番地 部長　齊藤　浩

A001700065 成島建設株式会社 茨城県つくばみらい市板橋３１０１番地 代表取締役　成島　高雄

A001700066 株式会社光商社 茨城県取手市神浦４番地 代表取締役　杉山　徹

A001700068 中村興業有限会社 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２０６６‐２７ 代表取締役　中村　孝一

A001700069 株式会社富士精罐商事 茨城県かすみがうら市稲吉１丁目５－４５ 代表取締役　山代　晋治

A001700076 栗原電業株式会社 茨城県土浦市並木１－４－３５ 代表取締役　栗原　宏之

A001700081 株式会社安部日鋼工業 岐阜県岐阜市六条大溝３－１３－３ 代表取締役　井手口　哲朗 有 東関東営業所 茨城県水戸市南町３－４－３９ 所長　濱野　央

A001700084 田中電気株式会社 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 代表取締役　田中　良一

A001700086 株式会社ＮＴＴ東日本－南関東 東京都港区港南一丁目９番１号 代表取締役　中江　康二 有 本店 東京都港区港南一丁目９番１号 ビジネスイノベーション本部長　矢野　信二

A001700091 坂田建設株式会社 東京都墨田区本所三丁目２１番１０号 代表取締役　德倉　克己 有 北関東支店 茨城県つくば市西平塚２７６番地 支店長　根本　勝夫

A001700092 樋口土木株式会社 茨城県稲敷郡阿見町住吉二丁目３番地１９ 代表取締役　高橋　正男

A001700093 株式会社菊正塗装店 茨城県水戸市新原１－１９－４６ 代表取締役　鈴木　章

A001700094 株式会社安藤・間 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 代表取締役社長　福富　正人 有 水戸営業所 茨城県水戸市宮町一丁目７番３３号 所長　上杉　智

A001700096 ダイダン株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番２５号 取締役社長　藤澤　一郎 有 茨城営業所 茨城県土浦市桜町１丁目１６番１２号リーガル土浦ビル７階 所長　高橋　尚則

A001700097 若築建設株式会社 福岡県北九州市若松区浜町１－４－７ 代表取締役　五百蔵　良平 有 茨城営業所 茨城県水戸市城南３－５－５ 所長　石田　俊央

A001700103 株式会社錢高組 大阪府大阪市西区西本町二丁目２番４号 取締役社長　銭高　久善 有 千葉支店 千葉県千葉市中央区今井１丁目１２番８号 支店長　鳥毛　修

A001700107 西野工業株式会社 茨城県ひたちなか市長堀町２－１４－２ 代表取締役　山崎　剛

A001700108 株式会社イーテック 茨城県土浦市大町１３番１９号 代表取締役　飯島　邦明

A001700111 和宏体育施設株式会社 東京都世田谷区駒沢３丁目１９番１８号 代表取締役　吉木　伸彦

A001700113 いなほ工業株式会社 茨城県つくばみらい市上島８４８ 代表取締役　永島　恒雄

A001700115 株式会社鹿島ガーデン 茨城県鹿嶋市宮中六丁目６番９号 代表取締役　小松﨑　福之

A001700117 浅野電設株式会社 茨城県稲敷市上之島１００６ 代表取締役　浅野　晃司

A001700118 酒寄電気工業株式会社 茨城県つくば市国松１８９５番地 代表取締役　酒寄　浩

A001700120 茨城ライン株式会社 茨城県日立市砂沢町１０６５番地の８ 代表取締役　吉田　賢司

A001700124 株式会社鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６－１ 代表取締役社長　蔦田　守弘 有 茨城営業所 茨城県つくば市桜１－２０－１ 所長　伊藤　真二

A001700126 横河ソリューションサービス株式会社 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 代表取締役　村井　哲也 有 鹿島営業所 茨城県神栖市木崎２４０６－３９５ 営業所長　長澤　達也

A001700128 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 代表取締役　鎌上　信也 有 首都圏支社 東京都港区芝浦四丁目１０番１６号 支社長　鈴木　宣也

A001700132 菅原建設株式会社 茨城県水戸市白梅一丁目２番３３号 代表取締役社長　下田　德行

A001700134 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１－６－６ 代表取締役　青山　幸恭

A001700139 栗山工業株式会社 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐１０４９番地 代表取締役　栗山　秀樹

A001700141 株式会社松村電機製作所 東京都文京区根津二丁目１２番１号 代表取締役　松村　秀一 有 東京支店 東京都台東区池之端二丁目７番１７号　井門池之端ビル 支店長　塚田　暁

A001700157 株式会社山本工務店 茨城県土浦市東崎町１１番５号 代表取締役　山本　和男

A001700159 前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 代表取締役社長　前田　操治 有 茨城営業所 茨城県水戸市南町二丁目６番１３号 所長　廣瀬　千晶

A001700170 株式会社ナカジマ 茨城県稲敷郡美浦村舟子６０１ 代表取締役　浅野　和郎

A001700172 小河原セメント工業株式会社 茨城県水戸市笠原町１７８３番地の１ 代表取締役　小河原　隆次

A001700181 株式会社関根工務店 茨城県水戸市常磐町２－３－１７ 代表取締役　関根　貴雄

A001700192 赤塚工業株式会社 茨城県取手市白山６‐１２‐１４ 代表取締役　赤塚　康伸

A001700196 オリエンタル白石株式会社 東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 代表取締役社長　大野　達也 有 茨城営業所 茨城県つくば市緑ケ原一丁目１番２号 営業所長　田中　弘

A001700199 昭和コンクリート工業株式会社 岐阜県岐阜市香蘭１丁目１番地 代表取締役　村瀬　大一郎 有 茨城営業所 茨城県水戸市白梅３丁目１０番５号 営業所長　高橋　恒雄

A001700200 りんかい日産建設株式会社 東京都港区芝二丁目３番８号 代表取締役社長　山口　竹彦 有 水戸支店 茨城県水戸市泉町三丁目４番２８号 執行役員支店長　永山　健次

A001700201 株式会社三英 千葉県流山市おおたかの森北一丁目８番地の６ 代表取締役　三浦　慎

A001700207 有限会社軽部建材 茨城県稲敷郡美浦村郷中１９２０番地 代表取締役　軽部　晃

A001700208 新生ビルテクノ株式会社 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号 代表取締役　荒川　洋 有 北関東支店 茨城県つくば市千現１‐１１‐３ 支店長　山﨑　勉

A001700220 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿３－１９－２ 代表取締役社長　井上　福造 有 茨城支店 茨城県水戸市北見町８－８ 支店長　松本　健一郎

A001700226 有限会社大健コーポレーション 茨城県稲敷郡美浦村大谷２９３ 代表取締役　林　寶貴

A001700232 株式会社きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 取締役社長　前田　幸一 有 茨城営業所 茨城県水戸市泉町１丁目２番４号 所長　三原　浩

A001700243 メタウォーター株式会社 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 代表取締役社長　中村　靖 有 首都圏南部営業部 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 部長　井出　通敬

A001700244 丸茂電機株式会社 東京都千代田区神田須田町一丁目２４番地 代表取締役　丸茂　正俊

A001700245 平成建設株式会社 茨城県石岡市府中２－３－１６ 代表取締役　松永　正宏

A001700255 東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 取締役社長　寺田　光宏 有 千葉支店 千葉県千葉市中央区新町１８番地１０ 支店長　西村　伸

A001700259 日本調理機株式会社 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 代表取締役　齋藤　有史 有 茨城営業所 茨城県水戸市見和１－３００－７１ 所長　齊藤　恒史

A001700263 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 代表取締役　黒川　昭隆 有 東京本部 東京都江東区青海一丁目１番２０号 取締役本部長　秋月　伸也

A001700273 日都産業株式会社 東京都杉並区西荻南一丁目１番９号 代表取締役　山中　慎吾 有 北関東営業所 埼玉県さいたま市北区宮原町三丁目３０６－１ 所長　鈴木　昌英

A001700276 日本フィールドシステム株式会社 岡山県津山市高尾５７３番地の１ 代表取締役　鈴木　誠 有 関東支店 東京都足立区千住宮元町１３番１３号 関東支店長　桑田　政明
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A001700277 株式会社平川建設 茨城県龍ケ崎市佐貫３丁目１０番地２０　コーキビル２０２号 代表取締役　平川　智美

A001700280 信工業株式会社 茨城県稲敷市江戸崎甲４７６９番地１ 代表取締役　石井　恒美 有 美浦営業所 茨城県稲敷郡美浦村受領１３９３－１ 所長　石川　修

A001700281 サイワイ商事株式会社 茨城県水戸市東野町５０２番地の１ 代表取締役　林　孝和

A001700284 五洋建設株式会社 東京都文京区後楽２－２－８ 代表取締役社長　清水　琢三 有 茨城営業所 茨城県ひたちなか市大字中根字芝野３３４９－３ 所長　田中　哲司

A001700299 株式会社横河ＮＳエンジニアリング 茨城県神栖市砂山１６－５ 代表取締役社長　齊藤　功

A001700300 大塚工業株式会社 茨城県つくば市小野川９－３８ 代表取締役　大塚　泰造

A001700310 高橋興業株式会社 茨城県土浦市大町１２番１号 代表取締役　高橋　良樹

A001700311 株式会社竜ケ崎電設 茨城県龍ケ崎市川原代町字４区６３１０番地 代表取締役　小林　久王

A001700314 サン建設工業株式会社 茨城県稲敷郡河内町生板７５２ 代表取締役　山田　浩之

A001700317 昭和工機株式会社 栃木県宇都宮市長岡町１２０２－１６ 代表取締役　栗原　一雄

A001700324 荏原商事株式会社 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 代表取締役　島田　薫 有 関東支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目２４７番地 支社長　酒井　康雄

A001700327 株式会社大洗工芸社 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町１１３５ 代表取締役　今木　周平

A001700329 谷原建設株式会社 茨城県つくばみらい市下長沼１１８‐１ 代表取締役　小林　圭一

A001700340 新明和工業株式会社 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 代表取締役　五十川　龍之 有 流体事業部　営業本部　関東支店 埼玉県さいたま市北区宮原町４丁目４３－２０ 支店長　佐々木　英二

A001700341 柳澤工業株式会社 茨城県土浦市永井３９８番地 代表取締役　栁澤　秀昭

A001700343 株式会社篠崎工務店 茨城県龍ケ崎市光順田１６８４番地 代表取締役社長　篠崎　尚史

A001700347 有限会社松澤防水 茨城県かすみがうら市深谷１２１０－２ 代表取締役　松澤　伸忠

A001700349 有限会社栗原商事 茨城県土浦市上高津１６７６‐１ 代表取締役　栗原　明則

A001700357 川田建設株式会社 東京都北区滝野川６－３－１ 代表取締役社長　川田　琢哉 有 茨城営業所 茨城県水戸市中央１－８－４ 所長　長谷川　外海

A001700359 株式会社斉藤建設 茨城県土浦市宍塚町１６７７番地の１ 代表取締役　斉藤　実

A001700360 株式会社秋山工務店 茨城県日立市大沼町一丁目７番１号 代表取締役　秋山　光伯

A001700361 出戸土木有限会社 茨城県稲敷郡美浦村土屋１９７７番地１０ 代表取締役　出戸　光男

A001700362 株式会社日電 東京都荒川区東日暮里六丁目３７番１２号 代表取締役　黒沢　夏樹

A001700363 有限会社中島冷熱 茨城県稲敷郡美浦村舟子６００ 代表取締役　中島　盛夫

A001700392 櫻井建設工業株式会社 茨城県龍ケ崎市４２３５―１１ 代表取締役社長　櫻井　俊一

A001700394 有限会社小嶋建材 茨城県稲敷市戌渡４３１番地 代表取締役　小嶋　ナミ子

A001700402 日興通信株式会社 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 代表取締役　鈴木　範夫 有 鹿島支店 茨城県神栖市息栖２８２２－１２ 支店長　三津谷　宏志

A001700404 株式会社サトウ塗工社 茨城県水戸市笠原町９７５－３ 代表取締役　佐藤　慎一

A001700407 株式会社杉原建設 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原４６６６－３０８４ 代表取締役社長　杉原　栄司

A001700409 水研工業株式会社 茨城県石岡市東光台２‐２‐３ 代表取締役　磯部　雅

A001700413 常盤工事株式会社 茨城県土浦市下高津１丁目２番２１号 代表取締役　藤枝　護

A001700415 木村電設工業株式会社 茨城県牛久市栄町５－２ 代表取締役　木村　義幸

A001700416 日高見建設工業株式会社 茨城県稲敷市桑山４０３番地 代表取締役　根本　和明

A001700419 株式会社塚原建設 茨城県牛久市柏田町３２３１‐１９ 代表取締役　塚原　健一

A001700436 村上工業株式会社 茨城県神栖市平泉２６５番地３１ 代表取締役　村上　一夫

A001700439 関彰エンジニアリング株式会社 茨城県つくば市東新井１２－２ 代表取締役　松本　哲夫

A001700440 ヒビノアークス株式会社 東京都港区海岸三丁目９番１５号　ＬＯＯＰ－Ｘビル１２階 代表取締役社長　小林　瑞夫

A001700441 三機工業株式会社 東京都中央区明石町８－１ 代表取締役社長執行役員　長谷川　勉 有 茨城支店 茨城県土浦市桜町４－３－２０ 支店長　横丁　隆洋

A001700452 株式会社塚本建装 茨城県つくば市上ノ室３８３－１ 代表取締役　塚本　哲生

A001700453 株式会社竹内電気 茨城県牛久市中央１－４－１７ 代表取締役　竹内　伸壮

A001700457 不二造園土木株式会社 茨城県土浦市佐野子６５５ 代表取締役　稲見　不二意

A001700458 株式会社葵建設工業 茨城県水戸市五軒町２－２－７ 代表取締役　栗原　英則

A001700459 勝田建工株式会社 茨城県土浦市中央１－７－２ 代表取締役　加藤　肇

A001700462 株式会社江口電気商会 茨城県稲敷郡河内町金江津４０８８－１ 代表取締役　江口　哲雄

A001700469 日立造船株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 取締役社長　谷所　敬 有 東京本社 東京都品川区南大井６丁目２６番３号 環境営業統括部長　小木　均

A001700471 株式会社サンヨーホーム 茨城県牛久市中央五丁目１８番地１ 代表取締役　山川　洋

A001700474 株式会社サンヨウ建設 茨城県稲敷市柴崎６８４１番地９ 代表取締役　坪井　則子

A001700476 太陽テクニカル有限会社 茨城県土浦市西真鍋町１２－２４ 代表取締役　川嶋　治雄

A001700477 正和産業株式会社 茨城県守谷市松並１９９３番地１ 代表取締役　上沢　昌幸

A001700482 株式会社染谷工務店 茨城県常総市水海道淵頭町２９８２番地 代表取締役　服部　明浩

A001700485 東海リース株式会社 大阪府大阪市北区天神橋２－北２－６ 代表取締役　塚本　博亮 有 千葉支店 千葉県佐倉市大作２－２－２ 支店長　緒方　浩一郎

A001700488 有限会社高柳さく泉工業 茨城県石岡市貝地１－８－２２ 代表取締役　高柳　泉

A001700496 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 東京都港区港南一丁目７番１８号 代表取締役社長　池口　学 有 首都圏支店 東京都港区港南一丁目７番１８号 支店長　倉持　利之

A001700505 植田防水工業株式会社 茨城県水戸市八幡町１０－７１ 代表取締役　植田　佳男

A001700506 株式会社富士通マーケティング 東京都港区港南二丁目１５番３号 代表取締役　広瀬　敏男 有 関越支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 支社長　瀧本　達也

A001700508 北都建設工業株式会社 茨城県土浦市田中２－９－６ 代表取締役　鈴木　亮

A001700509 株式会社ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号 取締役社長　井田　建 有 東京支店 東京都港区浜松町２－１－１８ 支店長　松尾　秀彦

A001700513 三井住友建設株式会社 東京都中央区佃２－１－６ 代表取締役社長　新井　英雄 有 茨城営業所 茨城県水戸市三の丸１－４－７３ 所長　背黒　要

A001700528 株式会社沼崎商事 茨城県稲敷郡美浦村大字受領４９番地内１号 代表取締役　沼﨑　年成

A001700530 電気興業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 代表取締役　松澤　幹夫 有 中央営業部 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 執行役員中央営業部長　浅井　貴史

A001700531 関東建設工業株式会社 群馬県太田市飯田町１５４７　ＯＴＡスクエアビル７Ｆ 代表取締役　髙橋　明 有 茨城営業所 茨城県つくば市東新井２－１　ＫＭＳ．ＳⅡ２０３号室 営業所長　小泉　浩紀

A001700532 株式会社村上工務店 茨城県鹿嶋市小山１１１４‐１２ 代表取締役　村上　輝秀

A001700533 有限会社トヨダ 茨城県土浦市粕毛１番地１ 代表取締役　豊田　利雄

A001700539 株木建設株式会社 茨城県水戸市吉沢町３１１－１ 取締役社長　株木　康吉 有 茨城本店 茨城県水戸市吉沢町３１１－１ 常務執行役員本店長　黒江　俊郎

A001700543 京成建設株式会社 千葉県船橋市宮本四丁目１７番３号 代表取締役　坂齊　和彦

A001700546 都築電気株式会社 東京都港区新橋６丁目１９番１５号 代表取締役社長　江森　勲 有 水戸営業所 茨城県水戸市南町３丁目４番１２号 所長　菱沼　信貴

A001700547 株式会社清水建設 茨城県那珂市菅谷５１７－１ 代表取締役　清水　洋一

A001700552 株式会社涸沼建設工業 茨城県東茨城郡茨城町上石崎３９４８ 代表取締役　田中　弘美

A001700553 株式会社第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 代表取締役　向井　善彦 有 茨城営業所 茨城県つくば市東新井８－１０ 茨城営業所長　江崎　達矢

A001700567 管清工業株式会社 東京都世田谷区上用賀１－７－３ 代表取締役　長谷川　健司 有 茨城営業所 茨城県水戸市渡里町２７１０－６ 所長　遠藤　光弘
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A001700568 メイデン株式会社 茨城県龍ケ崎市４３１６ 代表取締役　名島　節夫

A001700578 水戸通信工業株式会社 茨城県水戸市新荘２丁目７番３３号 代表取締役　飯田　保二 有 土浦営業所 茨城県土浦市上高津新町５番地７０ 所長　立原　憲弘

A001700585 富士協和工業株式会社 茨城県つくば市上広岡３８４番地１ 代表取締役　赤津　浩之

A001700591 株式会社田村工務店 茨城県水戸市備前町６番４３号 代表取締役社長　松嵜　武夫

A001700593 クボタ建設工業株式会社 茨城県稲敷市脇川１３０ 代表取締役社長　久保田　初江

A001700597 株式会社ニュ－ライフ 茨城県龍ケ崎市出し山町１４５番地 代表取締役　野村　達夫

A001700602 藤田エンジニアリング株式会社 群馬県高崎市飯塚町１１７４番地５ 代表取締役　藤田　実 有 栃木支店 栃木県栃木市河合町８番１６号 支店長　松村　勲

A001700608 株式会社マルミ 茨城県水戸市鯉淵町１８６６ 代表取締役　坂田　裕一

A001700612 協進電設株式会社 茨城県龍ケ崎市柏ヶ作１０７７‐４ 代表取締役　赤塚　仁

A001700613 中川理水建設株式会社 茨城県土浦市真鍋５－１６－２６ 代表取締役　中川　喜久治

A001700621 根本電興株式会社 茨城県常陸太田市国安町１２８４－１ 代表取締役　根本　暁生

A001700624 株式会社コトブキ 東京都港区浜松町１－１４－５ 代表取締役　深澤　幸郎 有 水戸営業所 茨城県水戸市城南１－１－６サザン水戸ビル８Ｆ 所長　大西　進

A001700636 株式会社宮本総合設備 茨城県稲敷市佐倉２２８３ 代表取締役　宮本　富夫

A001700639 シンク・エンジニアリング株式会社 東京都目黒区自由が丘三丁目１６番１５号 代表取締役　岡村　勝也

A001700640 平山電機株式会社 茨城県稲敷市結佐４４１６ 代表取締役　平山　祝子

A001700647 鳶若有限会社 茨城県稲敷郡美浦村大字土屋１９７２番地 代表取締役　若泉　進

A001700651 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町２－１１－１ 代表取締役社長　吉澤　和弘 有 法人ビジネス本部 東京都港区赤坂１－８－１ 本部長　古川　浩司

A001700660 株式会社三友 茨城県土浦市宍塚下田１６６４－５ 代表取締役　伊東　昌裕

A001700668 株式会社ウォーターテック 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 代表取締役　早坂　克浩 有 東日本支店 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 支店長　大隅　昌平

A001700679 昭和管工事株式会社 茨城県つくば市倉掛８５８‐１ 代表取締役　広瀬　貴之

A001700690 大昭建設株式会社 茨城県龍ケ崎市１６８６ 代表取締役　細谷　武史

A001700692 五頭産業株式会社 茨城県つくば市古来１４５１ 代表取締役　五頭　章子

A001700695 森松工業株式会社 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 代表取締役社長　松久　晃基

A001700699 創ビッグ株式会社 茨城県稲敷郡阿見町青宿４１２－５ 代表取締役　加藤　政義

A001700701 不知火建設興業有限会社 茨城県稲敷郡美浦村布佐１４８２番地５６ 代表取締役　宮本　春吉

A001700702 都和電設工業株式会社 茨城県土浦市藤沢字東原３５６２番地８ 代表取締役　栗原　実

A001700707 東進電気株式会社 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 代表取締役　久保木　昌久 有 取手支店 茨城県取手市新町一丁目８番３８号 支店長　切替　茂光

A001700715 株式会社端工務店 茨城県下妻市高道祖１４２７ 代表取締役　端　孝男

A001700717 常総開発工業株式会社 茨城県神栖市賀２１０８番地８ 代表取締役　石津　正美

A001700722 斎藤商事株式会社 茨城県土浦市田中三丁目１番１７号 代表取締役　齊藤　津世紀

A001700724 株式会社富嶋電工 茨城県石岡市柏原町９番７０号 代表取締役　和田本　聡

A001700731 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 取締役社長　蓮輪　賢治 有 東京本店 東京都港区港南二丁目１５番２号 取締役執行役員東京本店長　村田　俊彦

A001700732 日本ファブテック株式会社 東京都中央区京橋二丁目１７番４号 代表取締役　小野　重記 有 茨城営業所 茨城県水戸市笠原町９７８番２５ 所長　庄司　裕一

A001700733 常緑工業株式会社 茨城県常総市中妻町５１９２ 代表取締役　長岡　健藏

A001700735 株式会社河野工務店 茨城県那珂郡東海村東海２－１－１９ 代表取締役　河野　武

A001700736 日本電設工業株式会社 東京都台東区池之端１－２－２３ 代表取締役社長　土屋　忠巳 有 茨城営業所 茨城県水戸市白梅１－４－１７ 所長　中澤　正彦

A001700738 長谷川体育施設株式会社 東京都世田谷区太子堂１‐４‐２１ 代表取締役社長　佐藤　辰夫 有 茨城営業所 茨城県土浦市中高津１‐１８‐３ 所長　中村　悦雄

A001700740 大鵬電設株式会社 茨城県稲敷郡阿見町若栗１３６７番地３１ 代表取締役　渡邉　二三男

A001700747 三英物産株式会社 茨城県水戸市双葉台４丁目５６９－３ 代表取締役　石塚　義章

A001700749 株式会社アンペル 茨城県水戸市堀町１３５番地３ 代表取締役　宇都宮　淳

A001700755 荏原実業株式会社 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 代表取締役　鈴木　久司 有 茨城営業所 茨城県つくば市二の宮三丁目２番地７　第四芳村ビル 所長　関口　哲夫

A001700756 森田建設工業株式会社 茨城県古河市仁連１３４７番地 代表取締役社長　大橋　一博

A001700757 株式会社稲敷空調サービス 茨城県稲敷市伊佐津１２２３ 代表取締役　菅野　潤子

A001700764 増川設備工業株式会社 茨城県龍ケ崎市川原代町３１９９―３ 代表取締役　増川　千博

A001700769 大木建設株式会社 茨城県常陸太田市岡田町１５番地の３ 代表取締役　佐藤　一巳

A001700772 株式会社飯塚工務店 茨城県鉾田市安房１６７０番地３３ 代表取締役　飯塚　剛

A001700773 有限会社久松設備 茨城県稲敷郡美浦村土浦１５９２－１ 代表取締役　久松　貴之

A001700775 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 東京都中央区銀座８‐２１‐１ 代表取締役社長　片倉　達夫 有 関越社 埼玉県さいたま市中央区新都心４‐１ 社長　屋代　幸貞

A001700779 株式会社スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井三丁目６番１８号 代表取締役　髙松　保雄

A001700782 飯島電気工事株式会社 茨城県牛久市神谷一丁目６番地１ 代表取締役　飯島　和真

A001700787 高砂熱学工業株式会社 東京都新宿区新宿６－２７－３０ 代表取締役会長兼社長執行役員　大内　厚 有 茨城営業所 茨城県つくば市東新井１５－４関友つくばビル 茨城営業所長　山田　光宏

A001700791 吉岡緑地株式会社 茨城県龍ケ崎市３０２６番地６ 代表取締役　吉岡　伸一

A001700795 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東京都台東区東上野五丁目２４番８号 代表取締役　畑辺　健 有 茨城第二営業所 茨城県水戸市南町三丁目４番１２号 茨城第二営業所長　寺崎　茂

A001700800 鈴縫工業株式会社 茨城県日立市城南町１丁目１１番３１号 代表取締役　鈴木　達二

A001700805 株式会社日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 代表取締役社長　若林　直樹 有 東日本支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 取締役支社長　渡辺　寛

A001700811 株式会社協和 茨城県土浦市中高津３－５－１２ 代表取締役　内原　弘道

A001700812 増川建設株式会社 茨城県龍ケ崎市川原代町５８４７－７ 代表取締役　増川　剛

A001700814 クマリフト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀１‐１２‐２０ 代表取締役　熊谷　知哉 有 東京支店 東京都台東区東上野３‐３５‐９　本池田ビル 東京支店長　近藤　公孝

A001700815 ライト工業株式会社 東京都千代田区九段北四丁目２番３５号 代表取締役社長　鈴木　和夫 有 関東支社 東京都墨田区亀沢四丁目１７番１２号 取締役支社長　村井　祐介

A001700833 株式会社広瀬誠商会 茨城県つくば市上岩崎１６７５ 代表取締役　長岡　実

A001700839 株式会社ナカボーテック 東京都中央区新川２丁目５番２号 代表取締役社長　名井　肇 有 東関東支店 千葉県市原市五井金杉２丁目２番地２ 支店長　治田　富雄

A001700844 株式会社松浦工務店 茨城県東茨城郡茨城町小堤１７４３－１ 代表取締役　松浦　義文

A001700851 吉江総業有限会社 茨城県筑西市倉持１１２６ 代表取締役　吉江　成能

A001700859 石井工業株式会社 千葉県香取市北二丁目６番３ 代表取締役　石井　良典 有 茨城支店 茨城県稲敷市佐原下手ロ１５３１番地の１ 支店長　額賀　直樹

A001700861 アイテック株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 代表取締役　前田　幸治

A001700863 須賀工業株式会社 東京都台東区上野五丁目１８番１０号 代表取締役　津田　端孝 有 茨城出張所 茨城県つくばみらい市坂野新田４－１５ 所長　荻谷　英宏

A001700872 株式会社アコオ 茨城県水戸市谷津町細田１番１２ 代表取締役　宇都宮　浩

A001700875 株式会社綿引無線 茨城県水戸市石川２－４０８８－１ 代表取締役　綿引　敏

A001700882 国土防災技術株式会社 東京都港区虎ノ門三丁目１８番５号 代表取締役　相川　裕司 有 宇都宮支店 栃木県宇都宮市簗瀬町１７８５－３３ 支店長　中島　貞寿

A001700885 能美防災株式会社 東京都千代田区九段南４－７－３ 代表取締役社長　伊藤　龍典 有 茨城支社 茨城県水戸市吉沢町３０７－１ 支社長　富永　卓己
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A001700887 株式会社プラントサービス 茨城県土浦市神立町３６１５－１ 代表取締役　砂塚　伸司

A001700892 株式会社酉島製作所 大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号 代表取締役社長　原田　耕太郎 有 東京支社 東京都品川区大崎一丁目６番１号（ＴＯＣ大崎ビル９階） 執行役員東京支社長　末澤　昭宏

A001700897 株式会社新みらい 茨城県つくばみらい市絹の台２－２－３ 代表取締役　小林　伸行

A001700899 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号 代表取締役執行役員社長　新野　隆 有 茨城支店 茨城県水戸市宮町一丁目２番４号 支店長　木村　尚史

A001700905 松崎建設株式会社 茨城県潮来市牛堀１７１番地の１ 代表取締役　松﨑　里志

A001700910 髙野工業株式会社 茨城県かすみがうら市岩坪５９８番地１ 代表取締役　髙野　竜也

A001700915 宇都宮文化センター株式会社 栃木県宇都宮市江曽島町２０７０番地 代表取締役　阿部　欣文 有 茨城支店 茨城県筑西市乙９１０番地２Ｆ 支店長　逆井　直行

A001700924 株式会社テックフィールド 茨城県つくば市市之台８２番地２ 代表取締役　南場　浩二郎

A001700925 管水工業株式会社 群馬県高崎市小八木町３１０番地１ 代表取締役　長井　義久

A001700932 株式会社奈良屋 茨城県水戸市笠原町６００番地１５ 代表取締役社長　横山　昌弘

A001700937 昭和建設株式会社 茨城県水戸市千波町１９０５ 代表取締役社長　小松原　仁

A001700939 常磐建設株式会社 茨城県龍ケ崎市２９５７番地 代表取締役　佐々木　孝夫

A001700941 中央エレベーター工業株式会社 東京都台東区上野３‐４‐９ 代表取締役　福田　賢司

A001700956 株式会社三和メック 栃木県宇都宮市横田新町１８番６号 代表取締役　天野　公夫

A001700959 日本防蝕工業株式会社 東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 代表取締役社長　岩﨑　順三 有 東京支店 東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 支店長　池田　直隆

A001700967 株式会社常総エナジー 茨城県牛久市下根町７８０番地３ 代表取締役　青木　茂治

A001700973 株式会社水戸グリーンサービス 茨城県水戸市堀町９５９番地 代表取締役　雨貝　綱太

A001700978 東亜建設工業株式会社 東京都新宿区西新宿新宿三丁目‐７‐１ 代表取締役社長　秋山　優樹 有 茨城営業所 茨城県水戸市中央２‐７‐３６ 営業所長　濱崎　健

A001700979 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 代表取締役　吉川　正巳 有 首都圏第一支社 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 取締役支社長　宇和川　慎一

A001700984 日勝スポーツ工業株式会社 東京都世田谷区三宿二丁目３６番９号 代表取締役　岡田　一良

A001700985 中央電気工事株式会社 愛知県名古屋市中区栄三丁目１４番２２号 代表取締役社長　加藤　大策 有 茨城営業所 茨城県古河市本町２－９－１６－５０２ 所長　森田　勝宏

A001700996 茨城寺岡オートドア株式会社 茨城県水戸市赤塚一丁目２００５番地の１１８ 代表取締役　吉田　毅

A001701013 愛知時計電機株式会社 愛知県名古屋市熱田区千年１丁目２番７０号 取締役社長　星加　俊之 有 東京支店 東京都新宿区西新宿６－８－１　新宿オークタワー１８階 執行役員支店長　橋本　治

A001701017 日本コムシス株式会社 東京都品川区東五反田２－１７－１ 代表取締役社長　加賀谷　卓 有 社会基盤事業本部 東京都品川区東五反田２－１７－１ 取締役執行役員社会基盤事業本部長　塩村　泰幸

A001701027 株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 執行役社長　東原　敏昭 有 茨城支店 茨城県水戸市三の丸一丁目４番７３号 支店長　岩本　善之

A001701030 株式会社日立塗工店 茨城県日立市弁天町２－２－３ 代表取締役　佐藤　雅彦

A001701036 日瀝道路株式会社 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 代表取締役　根本　清一 有 県南営業所 茨城県土浦市中村南４－６－２９ 所長　根本　一己

A001701039 株式会社岡部工務店 茨城県日立市多賀町二丁目１０番７号 代表取締役　岡部　英明

A001701040 株式会社日立国際電気 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 代表取締役　佐久間　嘉一郎 有 茨城営業所 茨城県水戸市中央１丁目２番１５号 所長代理　五十嵐　和男

A001701047 河村電気工事株式会社 茨城県龍ケ崎市馴馬町５０９番地 代表取締役　河村　直樹

A001701058 大勝電設株式会社 茨城県取手市中田１６２‐４ 代表取締役　大久保　秋雄

A001701066 株式会社ＮＮＣエンジニアリング 新潟県長岡市寺宝町１３０番地１ 代表取締役　青柳　良孝 有 南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９番地２ 支社長　中島　直人

A001701069 クボタ機工株式会社 大阪府枚方市中宮大池１－１－１ 代表取締役社長　前田　勝弘 有 東京支店 東京都中央区日本橋本石町３－３－１０ 支店長　市川　篤

A001701076 株式会社熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 取締役社長　櫻野　泰則 有 首都圏支店 東京都新宿津久戸町２番１号 常務執行役員支店長　上田　真

A001701077 キムラ工業株式会社 茨城県牛久市中央３－２２－２ 代表取締役　木村　和夫

A001701080 スイス通信システム株式会社 千葉県千葉市中央区都町６丁目２１番５号 代表取締役　平野　恒次

A001701081 有限会社潮来電子 茨城県潮来市川尾２８－４０ 代表取締役　坂上　好昭

A001701082 松井建設株式会社 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 代表取締役　松井　隆弘 有 東京支店 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 取締役専務執行役員支店長　小林　明

A001701089 トキワ建設株式会社 茨城県水戸市見和２－４７１－１５ 代表取締役　峠　克弥

A001701090 株式会社新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 代表取締役　倉元　正史 有 茨城営業所 茨城県取手市取手２丁目２番２号 所長　古川　賢一

A001701096 ドリコ株式会社 東京都中央区日本橋２‐１３‐１０ 代表取締役　桑田　雅之

A001701105 郡司建設株式会社 茨城県土浦市右籾２７７５番地３ 代表取締役　郡司　直美

A001701106 むつみ造園土木株式会社 秋田県秋田市山王五丁目１３番３号 代表取締役　佐々木　創太 有 関東営業所 茨城県守谷市百合ケ丘１－２３５４－１３５ 営業所長　赤田　和宏

A001701117 三和シヤッター工業株式会社 東京都板橋区新河岸２－３－５ 代表取締役　髙山　盟司 有 つくば営業所 茨城県つくば市研究学園１－２－１４ 所長　太田　幸輔

A001701122 株式会社高萩エンジニアリング 茨城県水戸市千波町字千波原２８５１ 代表取締役　橋本　義隆

A001701123 大泉産業株式会社 茨城県神栖市平泉東２‐５‐１４ 代表取締役　西連地　美紀

A001701128 株式会社前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５番１１号 代表取締役　田口　繁 有 関東支店 埼玉県川口市仲町５番１１号 支店長　池田　豊

A001701132 株式会社舟岡製作所 東京都墨田区石原４丁目３４番２号 代表取締役　舟岡　常雄

A001701134 東洋建設株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋４－１－１ 代表取締役社長　武澤　恭司 有 茨城営業所 茨城県ひたちなか市山崎９４ 営業所長　平野　徹

A001701136 常陽メンテナンス株式会社 茨城県水戸市けやき台３－３５－１ 代表取締役　福岡　敬志 有 首都圏事業部 茨城県取手市取手２－１４－３０　取手シティハイツヤマザキ１．２Ｆ 取締役首都圏事業部長　福岡　博志

A001701137 株式会社和電 茨城県守谷市御所ケ丘二丁目３番地１ 代表取締役　姫野　滿

A001701154 株式会社萩原工務店 茨城県かすみがうら市三ツ木２０２－４ 代表取締役　萩原　友志

A001701164 栗山電気株式会社 茨城県龍ケ崎市若柴町３０４７－２ 代表取締役　栗山　武志

A001701179 アマノ株式会社 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５ 代表取締役　津田　博之

A001701180 清宮電気株式会社 茨城県行方市西蓮寺５８０番地の－１ 代表取締役　清宮　裕子

A001701183 株式会社増尾電気設備 茨城県稲敷郡美浦村大谷２８７ 代表取締役　増尾　浩也

A001701184 ナカヤ建設株式会社 茨城県水戸市元石川町６１１番地８３ 代表取締役　中村　幸生

A001701185 有限会社髙榮組 茨城県稲敷郡河内町金江津４０８９番地３ 代表取締役　髙橋　良壽

A001701187 株式会社茨交 茨城県つくば市谷田部６５９７番地の３ 代表取締役　松尾　浩二

A001701188 株式会社大和田建設 茨城県つくば市西大橋１３－３ 代表取締役　大和田　米吉

A001701191 株式会社関東エルエンジニアリング 茨城県龍ケ崎市馴柴町３６７－２ 代表取締役　金　鉄昊

A001701195 三峰無線株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町１－８－８ 代表取締役　中島　芳明

A001701197 株式会社大成設備工業 茨城県ひたちなか市大字後台４５４番地５ 代表取締役　鈴木　幹翁

A001701198 株式会社大曽根建設 茨城県ひたちなか市足崎１４７４‐４６ 代表取締役　大曽根　理一郎

A001701205 株式会社フルヤ建商 茨城県常総市中妻町５７９‐３ 代表取締役　古矢　満

A001701210 藤井産業株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地４１－３ 代表取締役　藤井　昌一 有 つくば支店 茨城県土浦市卸町２－８－８ 支店長　坂入　芳隆

A001701215 株式会社ＫＳＫ 茨城県取手市新町１－２－３５ 代表取締役　山下　英俊

A001701224 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 代表取締役社長　村田　誉之 有 東京支店 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 常務執行役員支店長　須藤　史彦

A001701225 カワナベ工業株式会社 群馬県高崎市矢中町３１９－６ 代表取締役　川鍋　太志

A001701226 パルつくば株式会社 茨城県つくば市要２４４‐２４ 代表取締役　金子　他喜男
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A001701229 日立土木株式会社 茨城県日立市幸町２‐１８‐５ 代表取締役　沢畑　正剛

A001701235 株式会社千代田組 東京都港区西新橋１－２－９　日比谷セントラルビル 代表取締役社長　栗田　栄次 有 第一営業本部 東京都港区西新橋１－２－９　日比谷セントラルビル 執行役員本部長　川﨑　泰正

A001701236 株式会社ナカノフドー建設 東京都千代田区九段北四丁目２番２８号 代表取締役社長　竹谷　紀之

A001701240 奥アンツーカ株式会社 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 代表取締役社長　奥　洋彦 有 東京支店 東京都台東区三筋１丁目１０番４号 支店長　伊達　隆

A001701242 サンプラント株式会社 茨城県土浦市神立町３４３６番地２ 代表取締役　大森　健二

A001701245 株式会社朝日工業社 東京都港区浜松町１－２５－７ 代表取締役　髙須　康有 有 茨城営業所 茨城県土浦市桜町１－１６－１２ 所長　嵐　勝也

A001701247 池田建装株式会社 茨城県土浦市下高津１－２２－３３ 代表取締役　池田　雄一

A001701258 いずみや塗巧株式会社 茨城県稲敷市橋向１１３５番地４ 代表取締役　鈴木　強

A001701262 環境保全事業株式会社 茨城県那珂郡東海村村松１０３３番地の１ 代表取締役　荒木田　泰昭

A001701270 株式会社大貫工務店 茨城県水戸市けやき台３丁目６２番地１ 代表取締役社長　大貫　茂男

A001701276 イバメンリフォーム株式会社 茨城県つくば市上ノ室９２４－１ 代表取締役　池田　孝

A001701278 センター電機株式会社 茨城県水戸市水府町１４９２ 代表取締役　三代　正夫

A001701279 水道機工株式会社 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 代表取締役　角川　政信 有 東京支店 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 支店長　石井　信好

A001701281 株式会社石井土木 茨城県稲敷郡美浦村土屋１９７１番地６５ 代表取締役　石井　満男

A001701282 常磐地下工業株式会社 茨城県日立市白銀町２－２４－１１ 代表取締役　伊藤　美智子

A001701283 稲敷設備工業株式会社 茨城県稲敷市幸田３４８７番地 代表取締役　村松　卓

A001701289 株式会社鈴木電気工事 茨城県つくば市上ノ室１８０６－１ 代表取締役　鈴木　勝芳

A001701298 株式会社水庭農園 茨城県日立市本宮町五丁目８番６号 代表取締役　水庭　博

A001701299 株式会社日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 代表取締役　北野　昌宏 有 茨城支店 茨城県水戸市南町３－４－１４ 茨城支店長　春田　真一

A001701306 株式会社日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 代表取締役　小林　定夫

A001701308 ナブコシステム株式会社 東京都千代田区霞が関３－２－５　霞が関ビル３２Ｆ 代表取締役社長　山村　望 有 つくば営業所 茨城県つくば市二の宮３－２－６　第四芳村ビルＢ棟 つくば営業所長　高須　英男

A001701315 常伸電通システム株式会社 茨城県土浦市板谷６－６４８－１６ 代表取締役　海東　清二

A001701316 アサクラスポーツ株式会社 茨城県土浦市木田余東台２丁目１番１８号 代表取締役　浅倉　澄樹

A001701320 株式会社スポーツ建設 東京都板橋区南常盤台１丁目２２番７号 代表取締役　太田　栄喜

A001701323 スポーツ施設株式会社 東京都板橋区南常盤台１丁目３５番１号 代表取締役　太田　豊

A001701326 常陽建設株式会社 茨城県取手市藤代３５７番地８ 代表取締役　飯田　憲一

A001701334 丸太建設株式会社 茨城県稲敷郡美浦村木原１８８４－８ 代表取締役　武藤　征時

A001701342 日本体育施設株式会社 東京都中野区東中野三丁目２０番１０号 代表取締役　奥　裕之 有 東関東営業所 千葉県千葉市稲毛区園生町４０６‐７ 所長　上原　安雄

A001701351 大島電気株式会社 茨城県下妻市長塚２６０番地５ 代表取締役　大島　浩

A001701355 株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２５－２ 代表取締役　奥村　洋治 有 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 上席執行役員支店長　三浦　隆一

A001701357 株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 代表取締役　武田　健三 有 鹿島営業所 茨城県神栖市知手中央１０－６－１９ 所長　松原　亮

A001701368 株式会社折本工業 茨城県土浦市港町１－１－７ 代表取締役　関　和郎

A001701370 加藤建設工業株式会社 茨城県猿島郡境町大字内門６８１番地 代表取締役　加藤　裕司

A001701379 株式会社千本杉 茨城県那珂市菅谷６０５番地の２１ 代表取締役　中村　澄夫

A001701380 福井電機株式会社 千葉県千葉市中央区問屋町１６－３ 代表取締役　村杉　茂治 有 茨城営業所 茨城県水戸市白梅２－２－２７ 所長　髙木　健

A001701381 古河産機システムズ株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目２番３号 代表取締役社長　川下　勝平 有 コントラクタ本部 東京都千代田区丸の内二丁目２番３号 コントラクタ本部長　梅田　康幸

A001701387 タカラビルメン株式会社 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 代表取締役　小松　良則

A001701389 株式会社染野製作所 茨城県牛久市猪子町６４８ 代表取締役　染野　真一

A001701397 清和工業株式株式会社 茨城県水戸市東野町字南割１４０番地４ 代表取締役　小川　三郎

A001701398 高橋建設株式会社 茨城県行方市繁昌３５３番地の１ 代表取締役　高橋　修一

A001701399 株式会社ミライト 東京都江東区豊洲５丁目６番３６号 代表取締役社長　中山　俊樹 有 茨城支店 茨城県つくば市南中妻字宮久保３７８番地１ 支店長　浅井　郷志

A001701400 中川ヒューム管工業株式会社 茨城県土浦市真鍋一丁目１６番１１号 取締役社長　中川　喜久治

A001701402 有限会社建塗 茨城県稲敷郡阿見町鈴木５６－９ 代表取締役　渡辺　一好

A001701403 株式会社常総住建 茨城県稲敷郡美浦村大谷４４１ 代表取締役　鈴木　恭平

A001701413 有限会社美浦設備 茨城県稲敷郡美浦村馬掛５７５－２ 代表取締役　小松﨑　哲

A001701437 株式会社ピーエス三菱 東京都中央区晴海２－５－２４ 取締役社長　藤井　敏道 有 茨城営業所 茨城県行方市芹沢９２０－８２ 所長　阿部　則男

A001701452 ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 代表取締役　髙橋　誠 有 官公庁営業部 東京都千代田区大手町１－８－１ 部長　福原　成吾

A001701453 鉄建建設株式会社 東京都千代田区神田三崎町２－５－３ 代表取締役社長　伊藤　泰司 有 東京支店 東京都千代田区神田三崎町２－５－３ 常務執行役員支店長　髙見　勝則

A001701456 茨城電話工業株式会社 茨城県水戸市水府町１５４４番地の３ 代表取締役　山本　裕幹

A001701457 常陽水道工業株式会社 茨城県土浦市文京町１８番２８号 代表取締役　池田　好男

A001701460 茨城道路株式会社 茨城県水戸市飯島町１２８８－１ 代表取締役　杉浦　敦

A001701463 柾木工業株式会社 大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番２５号 代表取締役　柾木　隆弘 有 東京支店 東京都千代田区内幸町１丁目３番３号　内幸町ダイビル８０３ 支店長　山崎　慶祐

A001701470 三国屋建設株式会社 茨城県神栖市知手中央二丁目１番２号 代表取締役　和田　英司

A001701481 株式会社丸電 埼玉県さいたま市西区三橋５‐１８３４‐１ 代表取締役　丸山　正

A001701486 栗原工業株式会社 大阪府大阪市北区南森町１丁目４番２４号 取締役社長　栗原　信英 有 茨城営業所 茨城県神栖市神栖一丁目７番９号 所長　千葉　隆

A001701492 飯村機電工業株式会社 茨城県日立市若葉町２丁目６番６号 代表取締役社長　水庭　明良 有 水戸支店 茨城県水戸市城南３丁目２番８号 取締役水戸支店長　益子　聡

A001701503 株式会社トーコー産業 千葉県千葉市若葉区加曽利町９７２－１２ 代表取締役　柏葉　淳 有 水戸営業所 茨城県水戸市小吹町１６１７‐１ 水戸営業所長　中野　一成

A001701505 日本ファシリオ株式会社 東京都港区北青山２‐１２‐２８　青山ビル 代表取締役　川口　正廣 有 北関東営業所 茨城県土浦市中高津１‐１８‐３　若建ビル 所長　仁平　康史

A001701507 株式会社アクアプラントテック 茨城県土浦市生田町２番１６号 代表取締役　阿部　浩幸

A001701514 株式会社ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区東陽７－１－１ 代表取締役　德山　貴信 有 茨城営業所 茨城県取手市取手３－４－８ 所長　小出　武

A001701528 根崎解体工事株式会社 茨城県小美玉市栗又四ケ２４５５番地９ 代表取締役　根崎　正行

A001701539 岡田電業株式会社 茨城県つくば市上境３１１番地の１ 代表取締役　岡田　栄一

A001701549 株式会社森田鉄工所 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００番地３３ 代表取締役　森田　昌明 有 東京営業支店 東京都千代田区岩本町１丁目８番１５号 支店長　奥村　一志

A001701563 大堀電気工事株式会社 茨城県つくば市春日三丁目２２番地６高野ビル１号棟１階 代表取締役　大堀　公司

A001701564 新和アメニティ株式会社 茨城県つくば市大角豆２０１１番地７０ 代表取締役　新村　勝盛

A001701566 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 代表取締役　平山　光信

A001701567 茨城県県南造園土木協業組合 茨城県土浦市田中３－２－１ 理事長　外塚　真由美

A001701582 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号 代表取締役　尾関　一郎

A001701588 株式会社イートラスト 新潟県長岡市北陽１丁目５３番地５４ 代表取締役　酒井　龍市

A001701589 株式会社サイオー 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１２－４ 代表取締役　橋本　一憲
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A001701595 中川企画建設株式会社 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番１５号 代表取締役　中川　廣次 有 東京支店 東京都港区南青山一丁目１番１号 支店長　中村　公昭

A001701611 ＮＥＣフィールディング株式会社 東京都港区三田一丁目４番２８号 代表取締役　中江　靖之 有 茨城支店 茨城県水戸市見和３－５７５－３ 茨城支店長　谷野宮　博

A001701614 双葉建装株式会社 茨城県石岡市旭台一丁目１６番３号 代表取締役　木川　知三

A001701617 エース産業株式会社 茨城県水戸市赤塚二丁目２１１－１９ 代表取締役　中川　潤一

A001701625 株式会社新栄設備工業 茨城県水戸市酒門町４８１４－１ 代表取締役　中庭　雅彦

A001900005 株式会社内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３１３９ 代表取締役　内藤　篤 有 千葉営業所 千葉県千葉市中央区長洲２‐２５‐１１ 所長　馬場　聖和

A001900008 第一造園土木株式会社 茨城県土浦市大岩田５３４ 代表取締役　廣瀬　太

A001900011 日東エンジニアリング株式会社 茨城県土浦市小松三丁目２４番１６号 代表取締役　坂本　好郎

A001900012 株式会社日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 取締役社長　関　秀明 有 関東支社 千葉県柏市柏四丁目８番１号 支社長　小口　辰広

A001900014 株式会社水機テクノス 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 代表取締役　武藏　昌弘

A001900015 株式会社茨城クリーンメディック 茨城県水戸市加倉井町１３７５番地７ 代表取締役　飯島　光典

A001900019 田口建設工業株式会社 茨城県水戸市城南３－１２－６ 代表取締役　田口　恵一郎

A001900023 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 代表取締役　小林　千尋

A001900026 四央多株式会社 茨城県稲敷郡美浦村大字茂呂１２６７番地８ 代表取締役　髙須　幸子

A001900031 株式会社大洋工事 茨城県鹿嶋市大字木滝１１１番地１ 代表取締役　大野　愼一

A001900032 松尾建設株式会社 茨城県稲敷郡阿見町大字実穀１３３３番地 代表取締役　松尾　拓也

A001900034 日本国土開発株式会社 東京都港区赤坂四丁目９番９号 代表取締役社長　朝倉　健夫 有 水戸営業所 茨城県水戸市桜川一丁目５番１５号 所長　古川　一成

A001900036 株式会社柏木電設興業 茨城県稲敷市椎塚１０３１‐２ 代表取締役　柏木　堅持

A001900037 株式会社ユアテック 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－１－１ 代表取締役　佐竹　勤 有 茨城営業所 茨城県水戸市白梅２－６－１３　白梅ＮＯＷビル２階 所長　佐藤　和英

A001900054 東芝インフラシステムズ株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 代表取締役社長　今野　貴之 有 東関東支店 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１　ＷＢＧマリブイースト２４階 統括責任者　髙橋　義人

A001900055 新明和アクアテクサービス株式会社 兵庫県芦屋市打出町７番１８号 代表取締役　島坂　忠宏 有 北関東センター 埼玉県さいたま市北区宮原町４丁目４３番地２０ 所長　中目　文輝

A001900056 共和メンテナンス株式会社 東京都品川区西五反田７－２５－１９ 代表取締役　安部　次男

A001900060 株式会社アイエスケイ 茨城県筑西市中舘３５５ 代表取締役　榛葉　高夫

A001900064 川崎地質株式会社 東京都港区三田２－１１－１５ 代表取締役社長　栃本　泰浩

A001900065 宇都宮電子株式会社 栃木県宇都宮市御幸ケ原町４４－１６ 代表取締役　上吉原　均

A001900076 株式会社中西製作所 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 代表取締役　中西　一真 有 東関東支店 千葉県千葉市中央区登戸３－１９－９昭栄ビルⅢ 支店長　昌﨑　光雄

A001900088 株式会社小薬建設 茨城県筑西市稲野辺４５ 代表取締役　小藥　拓巳

A001900090 細谷建設工業株式会社 茨城県稲敷郡河内町金江津５１０７ 代表取締役　細谷　よしの

A001900096 日成ビルド工業株式会社 石川県金沢市金石北３－１６－１０ 代表取締役　上田　秀樹 有 水戸支店 茨城県水戸市笠原町６００－３８　ＮＳ笠原第２　２－Ｄ号室 支店長　岩井　進太郎

A001900101 桂建設株式会社 茨城県牛久市さくら台１－１８－４ 代表取締役　大野　登

A001900102 株式会社アイホー 愛知県豊川市白鳥町防入６０ 代表取締役社長　寺部　良洋 有 東京支店 東京都練馬区豊玉南３‐１１‐３ 支店長　戸苅　浩吉

A001900104 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４番１４号 代表取締役　大橋　一三

A001900106 日化メンテナンス株式会社 東京都千代田区東神田二丁目５番１２号 代表取締役社長　戸井　信一 有 東日本支店茨城事業所 茨城県水戸市城南２－５－４５ 所長　大内　健一

A001900113 株式会社茨城ケイテクノ 茨城県水戸市城南２－７－１４ 代表取締役　笛木　尚雄

A001900117 株式会社大介工業 茨城県水戸市鯉淵町４０５７番地１ 代表取締役　菅野　大介

A001900118 深澤通信工業株式会社 茨城県土浦市中高津２－１７－２１ 代表取締役　深澤　喜美子

A001900119 株式会社セイビ 茨城県龍ケ崎市佐貫町４９３番地８ 代表取締役　寺田　誠

A001900127 株式会社三建工業 茨城県那珂郡東海村大字石神内宿２２６５番地の２ 代表取締役　三原　力

A001900128 株式会社ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター 東京都豊島区南大塚１－１－４ 取締役社長　山田　智

A001900138 西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門１－２３－１ 代表取締役社長　髙瀨　伸利 有 さいたま営業所 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－２２ 所長　村上　清英

A001900144 株式会社つくば電気通信 茨城県土浦市東若松町３９８８番地３ 代表取締役　植田　利収

A001900170 足立建設株式会社 茨城県水戸市東野町１６７‐５ 代表取締役　足立　誠一

A001900175 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 取締役社長　井上　和幸 有 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２番地２ 専務執行役員支店長　波岡　滋

A001900176 昱株式会社 東京都中央区東日本橋３－３－１１ 取締役社長　中川　崇 有 茨城支店 茨城県土浦市千束町３－１１ 取締役支店長　服部　泰幸

A001900177 吉原電機工業株式会社 茨城県土浦市文京町１番９号 代表取締役　中澤　修

A001900186 株式会社フソウ 東京都中央区新川１－２３－５ 代表取締役社長　野村　充伸 有 茨城営業所 茨城県水戸市城南２－１－２０ 所長　千葉　實

A001900189 トキワ通信工業株式会社 茨城県水戸市笠原町１４３０―１ 代表取締役　枝川　浩

A001900192 冨士メンテナンス株式会社 茨城県水戸市元台町１５００番地 代表取締役　井坂　正道

A001900195 鈴木鉄工株式会社 茨城県常陸太田市田渡町３７番地 代表取締役社長　鈴木　康之

A001900196 増子建設株式会社 茨城県常陸大宮市南町２６７ 代表取締役　増子　秀典

A001900200 ニッタン株式会社 東京都渋谷区笹塚１－５４－５ 代表取締役社長　板倉　秀樹 有 水戸支店 茨城県水戸市元吉田町８６０‐１ 支店長　高橋　光毅

A001900203 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 東京都文京区後楽二丁目６番１号 代表取締役　牛島　祐之 有 茨城営業所 茨城県土浦市桜町四丁目３番２０号 所長　亀田　憲二

A001900207 茨城アイホー調理機株式会社 茨城県土浦市大岩田１３２９番地５ 代表取締役　大場　伝美

A001900208 株式会社日立プラントサービス 東京都豊島区東池袋３‐１‐１ 取締役社長　中津　英司 有 茨城支店 茨城県水戸市泉町２‐２‐２７ 支店長　松田　祐司

A001900212 株式会社ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋｓ 東京都港区芝大門１－１－３０ 代表執行役　長江　洋一 有 茨城支店 茨城県土浦市川口１－１－２６ 支店長　岡本　茂

A001900219 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂１－３－１ 代表取締役社長　押味　至一 有 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区下町２－１－１ 常務執行役員支店長　田所　武士

A001900220 株式会社淺沼組 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号　マルイト難波ビル 代表取締役社長　浅沼　誠 有 茨城営業所 茨城県取手市取手二丁目３番９号　櫻井中央ビル 所長　青柳　正史

A001900224 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七丁目１０番４号 代表取締役社長　永井　貴徳

A001900229 第一工業株式会社 東京都千代田区丸の内３－３－１ 代表取締役　篠原　直男 有 茨城営業所 茨城県牛久市ひたち野西４－２２－４ 所長　開田　正宏

A001900230 塚田建材株式会社 茨城県下妻市比毛２９番地 代表取締役　塚田　隆

A001900236 五島産業株式会社 茨城県稲敷郡阿見町竹来１１３２ 代表取締役　仁田　忠徳

A001900241 津久波工業株式会社 東京都北区志茂２丁目２２番１１号 代表取締役　藤井　誠 有 水戸支店 茨城県水戸市小吹町２５８２番地の３８ 支店長　矢ノ中　壽男

A001900243 東洋熱工業株式会社 東京都中央区京橋２‐５‐１２ 代表取締役　芝　一治 有 関東支店茨城営業所 茨城県牛久市中央５‐２０‐１１牛久駅前ビル 茨城営業所所長　神谷　泰史

A001900246 株式会社幸田 茨城県稲敷市江戸崎甲３２８２ 代表取締役　幸田　君子

A001900254 東綱橋梁株式会社 栃木県下野市下古山１４３ 取締役社長　佐藤　浩

A001900257 株式会社ニシノ清塗工 茨城県常陸太田市西三町２１３２ 代表取締役　西野　眞理子

A001900258 株式会社西原環境 東京都港区海岸３－２０－２０ 代表取締役　ヤニック・ラット 有 関東支店 東京都港区海岸３－２０－２０ 支店長　稲垣　和博

A001900259 東芝エレベータ株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 代表取締役　中川　誠 有 東関東支社 千葉県千葉市中央区中央１丁目１１番１号 支社長　白水　聰

A001900269 協和安全株式会社 茨城県筑西市伊佐山５４８－６ 代表取締役　櫻井　裕幸

A001900276 佐田建設株式会社 群馬県前橋市元総社町１－１－７ 代表取締役社長　土屋　三幸 有 茨城支店 茨城県下妻市小野子町２－５８ 支店長　山田　丈一
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A001900287 株式会社明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 取締役社長　三井田　　健 有 東関東支店 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１－２－２４ 支店長　渡邉　正弘

A001900289 株式会社鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見４－１６－４０ 代表取締役　辻本　治 有 東京本社 東京都台東区台東一丁目３３番８号 東京本社長　池田　茂

A001900296 株式会社富士通エフサス 東京都品川区西品川一丁目１番１号 代表取締役社長　濱場　正明

A001900304 アルプス建設株式会社 茨城県水戸市平須町１８２８－１０２５ 代表取締役　黒澤　勝

A001900306 株式会社アレスコ 茨城県石岡市鹿の子１－１８－１２ 代表取締役　磯邊　集

A001900308 康和建設株式会社 茨城県東茨城郡茨城町長岡５２２ 代表取締役　横田　康夫

A001900321 株式会社エス・アイ・シー 千葉県千葉市中央区問屋町１－３５ 代表取締役　麻見　浩史

A001900324 株式会社コタジマ総建 茨城県牛久市岡見町２６０５番地８ 代表取締役　古田島　健二

A001900326 株式会社伊藤建設 茨城県稲敷郡美浦村大谷４５３番地１ 代表取締役　伊藤　孝司

A001900331 エイチ・シー・ネットワークス株式会社 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 代表取締役　大江　愼一 有 茨城支店 茨城県日立市日高町５丁目９番１５号 支店長　萩野谷　潤一

A001900343 三協設備株式会社 茨城県龍ケ崎市南中島町１２３番地の１６ 代表取締役　本下　幸彦

A001900353 郡リース株式会社 東京都港区六本木１１番１７号 代表取締役社長　郡　正直 有 水戸支店 茨城県水戸市白梅１－９－４　ＪＳビル４Ｆ 支店長　高橋　英伸

A001900362 株式会社酒井塗装店 茨城県石岡市府中５‐１‐３８ 代表取締役　酒井　晴夫

A001900363 髙塚建設工業株式会社 茨城県結城郡八千代町若１８１９－１ 代表取締役　髙塚　幹夫

A001900364 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋２－１－３６ 代表取締役　森田　俊作 有 水戸支店 茨城県水戸市笠原町１５７１番地の３ 支店長　玉木　秀幸

A001900373 坪井工業株式会社 東京都中央区銀座２－９－１７ 代表取締役社長　坪井　晴雅 有 茨城支店 茨城県水戸市城南１－７－２７　香陵駅南ビル２Ｆ－Ｂ号 支店長　神原　哲哉

A001900378 株式会社日本サーモエナー 東京都港区白金台３‐２‐１０ 代表取締役　泉　雅彦 有 南関東支社 東京都港区白金台３‐２‐１０ 南関東支社長　藤原　伸也

A001900379 暁飯島工業株式会社 茨城県水戸市千波町２７７０－５ 代表取締役　植田　俊二 有 つくば支店 茨城県つくば市高野台２－１０－１ つくば支店長　石田　勝久

A001900383 株式会社日本管財環境サービス 兵庫県西宮市池田町９番７号 代表取締役　降矢　直樹 有 東京支店 東京都千代田区神田東松下町２７番地 支店長　海老原　晃治

A001900385 三菱化工機株式会社 神奈川県川崎市川崎区宮前町１－２ 取締役社長　髙木　紀一 有 環境営業部 神奈川県川崎市川崎区宮前町１－２ 部長　田淵　健治

A001900387 生涯スポーツ建設株式会社 埼玉県さいたま市南区別所３‐５‐１２ 代表取締役　飯島　寛一

A001900390 扶桑電通株式会社 東京都中央区築地５‐４‐１８ 代表取締役社長　有冨　英治

A001900391 株式会社イバデン 茨城県水戸市南町二丁目６番３９号 代表取締役　松浦　隆夫

A001900398 株式会社ジェイエスケイ 茨城県水戸市青柳町４６５８－１ 代表取締役　佐藤　平八郎

A001900413 株式会社県西アロー住設 茨城県筑西市野殿１０４１‐９ 代表取締役　手面　和夫

A001900425 世紀東急工業株式会社 東京都港区芝公園２－９－３ 取締役社長　平　喜一 有 茨城営業所 茨城県水戸市加倉井町６５５ 所長　中道　幸司

A001900429 松浦建設株式会社 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見６０８番地の３ 代表取締役　松浦　一久

A001900431 株式会社古川技建 茨城県日立市桜川町ニ丁目６番１７号 代表取締役　佐藤　勝哉

A001900442 常愛建設協同組合 茨城県常総市新井木町５番地 代表理事　飯村　竹男

A001900446 松原建設株式会社 茨城県稲敷市西代２８５２ 代表取締役　佐川　克豊

A001900447 ＯＫＩクロステック株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 代表取締役　竹内　敏尚

A001900455 土浦造園株式会社 茨城県土浦市佐野子１０６１‐１ 代表取締役社長　井坂　秀夫

A001900458 共和化工株式会社 東京都品川区西五反田７－２５－１９ 代表取締役　吉村　俊治 有 関東支店 東京都品川区西五反田７－２５－１９ 支店長　髙田　真人

A001900460 カンキ工業有限会社 茨城県稲敷郡美浦村興津１０８１－５ 代表取締役　山口　裕由

A001900461 東亜道路工業株式会社 東京都港区六本木七丁目３番７号 代表取締役　森下　協一 有 茨城支店 茨城県つくば市大形１６００ 支店長　松本　寛俊

A001900462 つくば環境エンジニアリング株式会社 茨城県土浦市並木４－４６６１－１ 代表取締役　坂本　好之

A001900467 日本無線株式会社 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 代表取締役社長　荒　健次 有 関東支社 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 支社長　鈴木　工

A001900469 株式会社アビック 茨城県水戸市袴塚２－４－４６ 代表取締役　秋山　英樹

A001900477 株式会社小林電気商会 茨城県潮来市水原６７２番地１ 代表取締役　小林　英樹

A001900482 東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田１－４－５ 取締役社長　青木　宏明 有 東関東支社　内線部　つくば営業所 茨城県つくばみらい市板橋２７１７ 所長　叶井　学

A001900483 株式会社セノン 東京都新宿区西新宿２－１－１ 代表取締役社長　小谷野　宗靖 有 茨城支社 茨城県つくば市竹園１－６－１ 支社長　山口　宙太

A001900486 株式会社ナガワ 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 代表取締役社長　髙橋　修 有 東京支店 東京都千代田区丸の内１－４－１　丸の内永楽ビルディング２２階 支店長　岡嶋　俊介

A001900488 有限会社篠田工務店 茨城県稲敷郡美浦村興津１３６４番地 代表取締役　篠田　恭央

A001900495 株式会社ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８ 代表取締役　社長執行役員　町田　豊 有 茨城営業所 茨城県水戸市中央１－８－１１ 所長　萩野谷　和宏

A001900500 株式会社三共建設 茨城県つくば市春日二丁目２４番地３ 代表取締役　宮本　真二

A001900502 株式会社共和 茨城県水戸市吉沢町５６９－８２ 代表取締役　磯﨑　達也

A001900505 ジャパンエレベーターパーツ株式会社 埼玉県和光市新倉新倉５－６－５０ 代表取締役　山澤　淳

A001900512 イガラシ綜業株式会社 茨城県日立市幸町２－８－６ 代表取締役　五十嵐　則夫

A001900514 株式会社テクノ菱和 東京都豊島区南大塚２－２６－２０ 代表取締役　黒田　英彦 有 茨城支店 茨城県土浦市小松１－３－３３　ハトリビル２Ｆ 支店長　大塚　弘之

A001900516 株式会社中城 茨城県つくば市筑穂１－１０－１０ 代表取締役　宮本　房幸

A001900517 有限会社常総クリーンサービス 茨城県土浦市霞ケ岡町２‐２２ 代表取締役　藤枝　金三

A001900521 東洋シヤッター株式会社 大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号　南船場ハートビル１２階 代表取締役　岡田　敏夫 有 土浦営業所 茨城県つくば市高野台２－３－７－１０３ 所長　渡邊　芳裕

A001900527 株式会社羽原工務店 茨城県龍ケ崎市川原代町３９７５番地 代表取締役　寺田　一郎

A001900531 水戸ホーチキ株式会社 茨城県水戸市笠原町１７１１‐１９ 代表取締役　小山　賀久

A001900534 極東興和株式会社 広島県広島市東区光町二丁目６－３１ 代表取締役　藤田　公康 有 茨城営業所 茨城県つくば市二の宮３－８－２ 所長　皆吉　政也

A001900543 株式会社巴コーポレーション 東京都中央区月島４－１６－１３ 代表取締役　深沢　隆 有 東京支店 東京都中央区月島４－１６－１３ 東京支店長　山内　博文

A001900549 ニチレキ株式会社 東京都千代田区九段北４丁目３番２９号 代表取締役　小幡　学 有 茨城営業所 茨城県水戸市河和田町東中曽根３９２９ 所長　鈴木　隆支

A001900551 株式会社日設 東京都港区芝浦一丁目２番１号 代表取締役　植草　常雄 有 茨城営業所 茨城県水戸市三の丸２－５－３３ 所長　原　保弘

A001900556 日立綜合防災株式会社 茨城県那珂郡東海村舟石川６４４‐１４ 代表取締役　瀬谷　雄一

A001900566 東神電池工業株式会社 茨城県水戸市城東１－４－４ 代表取締役　永井　忠弘

A001900567 株式会社ジー・アシスト 茨城県牛久市東大和田町３８６－１ 代表取締役　今井　佳代子

A001900568 日興建設株式会社 茨城県高萩市安良川９１５－４ 代表取締役　菊池　節

A001900569 佐々木建設株式会社 茨城県土浦市真鍋一丁目１６番２４号 代表取締役　小池　文男

A001900570 山田空調設備株式会社 茨城県土浦市高岡２３９０－１ 代表取締役　山田　剛

A001900572 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号 代表取締役　芳井　敬一 有 つくば支社 茨城県つくば市東新井３８番地１ 支社長　海堀　敏光

A001900573 株式会社阿部工業 茨城県土浦市中高津２‐１‐８ 代表取締役　阿部　彰

A001900576 新興サービス株式会社 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 代表取締役　福留　泰蔵 有 北関東支店 栃木県宇都宮市東簗瀬一丁目５番３１号 支店長　浦　学

A001900578 東洋プラント工業株式会社 茨城県土浦市中村南４‐５‐２７ 代表取締役　今泉　多香子

A001900581 株式会社シイナクリーン 茨城県守谷市野木崎１３４９番地１ 代表取締役　椎名　誠

A001900582 タニコー株式会社 東京都品川区戸越１丁目７番２０号 代表取締役　谷口　秀一 有 つくば営業所 茨城県つくば市並木４－１７－３ 所長　渡辺　良彦
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A001900588 佐藤電設株式会社 茨城県水戸市谷田町１０１４－３ 代表取締役　佐藤　正則

A001900600 菊地設備工業株式会社 茨城県水戸市石川４‐４０３０‐１１ 代表取締役　富田　孝

A001900603 株式会社ひかり 茨城県稲敷郡美浦村信太２８０１番地６ 代表取締役　沼﨑　緑

A001900610 株式会社植田建設工業 茨城県小美玉市上玉里１５９２‐２ 代表取締役　植田　雄一

A001900611 常陸空調サービス株式会社 茨城県土浦市真鍋五丁目１番２５号 代表取締役　金塚　英雄

A001900616 株式会社トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２‐６ 代表取締役　木本　忠将

A001900620 株式会社フジクリーン茨城 茨城県水戸市谷津町字細田１番地２１ 代表取締役　大竹　昌士

A001900623 前田電気株式会社 茨城県古河市上辺見２５７４番地 代表取締役　前田　勝之進

A001900633 長永スポーツ工業株式会社 東京都世田谷区岡本三丁目２３番２６号 代表取締役社長　長谷川　信

A001900635 株式会社ダイトー 茨城県つくば市金田８９３番地２ 代表取締役　堀　真理

A001900638 令和建設株式会社 茨城県守谷市百合ケ丘一丁目２４０２番地の１ 代表取締役　由良　宣明

A001900656 株式会社川島工務店 茨城県稲敷市本新４２７番地 代表取締役　川島　伸二

A001900658 新日本工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区吹上町二丁目１番地５ 代表取締役　冨田　健二 有 東京営業所 東京都墨田区亀沢１丁目８番地６号　堀江ビル３０１号 所長　北村　仁志

A001900665 理水化学株式会社 大阪府大阪市北区南森町１－４－１０ 代表取締役　岩﨑　文雄 有 東京支店 東京都中央区新川１－２２－４ 支店長　福森　道明

A001900679 株式会社中央コーポレーション 岩手県花巻市東宮野目１１‐５ 代表取締役　佐々木　史昭

A001900681 株式会社新日興産 茨城県土浦市粕毛６５７－５ 代表取締役　横山　文男

A001900684 株式会社アクアサービス 茨城県土浦市荒川沖６１番７ 代表取締役　石津　光一
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