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番号 商号 本社所在地 代表者 営業所名称 営業所所長 委任者

A002100001 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 茨城本店 茨城県水戸市吉沢町３１１－１ 専務執行役員本店　黒江　俊郎

A002100002 坂田建設株式会社 東京都墨田区本所３－２１－１０ 代表取締役　山下　信夫 北関東支店 茨城県つくば市西平塚２７６ 支店長　根本　勝夫

A002100003 鈴縫工業株式会社 茨城県日立市城南町１－１１－３１ 代表取締役　鈴木　達二

A002100004 株式会社きんでん 大阪府大阪市北区本庄東２－３－４１ 代表取締役　上坂　隆勇 茨城営業所 茨城県水戸市泉町１－２－４ 営業所長　河谷　将市

A002100006 常総開発工業株式会社 茨城県神栖市賀２１０８－８ 代表取締役　石津　正美

A002100007 住友電設株式会社 大阪府大阪市西区阿波座２－１－４ 代表取締役　谷　信 茨城営業所 茨城県つくば市花室４２９－１ 営業所長　関　博之

A002100008 日本フィールドシステム株式会社 岡山県津山市高尾５７３－１ 代表取締役　鈴木　誠 関東支店 東京都足立区千住宮元町１３－１３ 関東支店長　桑田　政明

A002100009 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　近藤　重敏 茨城営業所 茨城県水戸市三の丸１－４－７３ 所長　背黒　要

A002100010 日特建設株式会社 東京都中央区東日本橋３－１０－６ 代表取締役社長　和田　康夫 水戸営業所 茨城県水戸市けやき台１－６０－１ 営業所長　佐川　浩紀

A002100011 前田製管株式会社 山形県酒田市上本町６－７ 代表取締役　前田　直之 茨城支店 茨城県水戸市平須町１８２８－２２３ 茨城支店長　安藤　直哉

A002100012 株式会社秋山工務店 茨城県日立市大沼町１－７－１ 代表取締役社長　秋山　芳久

A002100013 株式会社日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３ 代表取締役社長　有馬　浩史 茨城営業所 茨城県石岡市石岡２１４４－３幡ハイツＢ棟１０１号 所長　亀下　修一

A002100014 エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 代表取締役　舩橋　哲也 茨城営業所 茨城県水戸市笠原町１４８６ 部長　齊藤　浩

A002100015 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 代表取締役社長　相川　善郎 東京支店 東京都新宿区西新宿６－８－１ 常務執行役員支店　奥畑　浩一郎

A002100016 高田機工株式会社 大阪府大阪市浪速区難波中２－１０－７０ 代表取締役　高橋　裕 東京支社 東京都中央区日本橋大伝馬町３－２ 東部営業部長　前田　豊

A002100017 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

A002100018 信号器材株式会社 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０ 代表取締役　前島　敏雄

A002100019 佐藤工業株式会社 東京都中央区日本橋本町４－１２－１９ 代表取締役社長　平間　宏 東京支店 東京都中央区日本橋本町４－１２－１９ 執行役員支店長　三澤　早登志

A002100020 成瀬電気工事株式会社 石川県金沢市問屋町２－１７ 代表取締役　成瀬　亮太郎 東京支店 東京都練馬区小竹町２－８０－６ 支店長　小林　昭光

A002100021 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

A002100022 セノー株式会社 千葉県松戸市松飛台２５０ 代表取締役　山本　泰広 関東信越支店 千葉県松戸市松飛台３９８ 支店長　木本　博

A002100023 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　清

A002100024 ドーピー建設工業株式会社 北海道札幌市中央区北１条西６－２ 取締役社長　稲田　義行 東京支店 東京都中央区新川２－２７－１ 執行役員支店長　小倉　史也

A002100025 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 東京支店 東京都台東区東上野３－３５－９ 東京支店長　滝口　賢一

A002100026 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　木村　明文 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

A002100027 株式会社酉島製作所 大阪府高槻市宮田町１－１－８ 代表取締役社長　原田　耕太郎 東京支社 東京都品川区大崎１－６－１ 支社長　萱場　治郎

A002100028 河本工業株式会社 群馬県館林市北成島町２５４４番地 代表取締役　河本　尚樹 茨城支店 茨城県古河市大手町１－７ 支店長　安藤　幸雄

A002100030 日立土木株式会社 茨城県日立市幸町２－１８－５ 代表取締役　須田　要介

A002100031 京成建設株式会社 千葉県船橋市宮本４－１７－３ 代表取締役　坂齊　和彦

A002100032 前澤工業株式会社 埼玉県川口市仲町５－１１ 代表取締役　宮川　多正 北関東支店 埼玉県川口市仲町５－１１ 支店長　星　進一郎

A002100033 昭和コンクリート工業株式会社 岐阜県岐阜市香蘭１－１ 代表取締役　村瀬　大一郎 茨城営業所 茨城県水戸市城南２－１０－６ 所長　前田　秀明

A002100034 日興建設株式会社 茨城県高萩市安良川９１５－４ 代表取締役社長　安　勝彦

A002100036 丸茂電機株式会社 東京都千代田区神田須田町１－２４ 代表取締役　丸茂　英津子

A002100038 野里電気工業株式会社 大阪府大阪市西淀川区柏里２－４－１ 代表取締役　藤川　雅浩 茨城営業所 茨城県鹿嶋市新浜２１ 所長　緒方　康司

A002100039 西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門１－１７－１ 代表取締役社長　高瀬　伸利 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　塩月　知道

A002100040 五洋建設株式会社 東京都文京区後楽２－２－８ 代表取締役　清水　琢三 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　鶴飼　武史

A002100041 株式会社熊谷組 東京都新宿区津久戸町２－１ 取締役社長　櫻野　泰則 首都圏支店 東京都新宿区津久戸町２－１ 専務執行役員支店　大野　雅紀

A002100042 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 東京支店 東京都千代田区神田三崎町２－５－３ 常務執行役支店長　魚谷　和亮

A002100043 株式会社ピーエス三菱 東京都中央区晴海２－５－２４ 代表取締役　森　拓也 茨城営業所 茨城県行方市芹沢９２０－８２ 所長　阿部　則男

A002100044 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 茨城営業所 茨城県水戸市白梅２－２－２７ 所長　小野瀬　伸哉

A002100045 中川ヒューム管工業株式会社 茨城県土浦市真鍋１－１６－１１ 取締役社長　中川　喜久治

A002100046 飛島建設株式会社 東京都港区港南１－８－１５ 代表取締役社長　乘京　正弘

A002100047 森田建設工業株式会社 茨城県古河市仁連１３４７ 代表取締役社長　大橋　一博

A002100048 サンワコムシスエンジニアリング株式会社東京都品川区東五反田２－１７－１ 代表取締役社長　佐藤　謙一

A002100049 日本車輌製造株式会社 愛知県名古屋市熱田区三本松町１－１ 代表取締役社長　五十嵐　一弘 輸機・インフラ本部営業第二部東京営業グループ 東京都千代田区丸の内１－９－１ グループ長　外山　聡

A002100050 日瀝道路株式会社 東京都千代田区九段北４－３－２９ 代表取締役　根本　清一 つくば営業所 茨城県つくば市みどりの南２２－１ 所長　根本　一己

A002100051 株式会社ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋｓ 東京都港区芝大門１－１－３０ 代表取締役　長江　洋一 茨城支店 茨城県土浦市川口１－１－２６ 支店長　石崎　竜司

A002100052 株式会社サンテック 東京都千代田区二番町３－１３ 代表取締役社長　加藤　剛志

A002100053 株式会社ガイアート 東京都新宿区新小川町８－２７ 代表取締役　山本　健司 東関東営業所 茨城県つくばみらい市小絹２１６－１ 所長　及川　聡

A002100055 コーアツ工業株式会社 鹿児島県鹿児島市伊敷５－１７－５ 代表取締役　出口　稔 茨城営業所 茨城県笠間市上加賀田９３９ 所長　若菜　衛

A002100056 三建設備工業株式会社 東京都中央区新川１－１７－２１ 代表取締役　松井　栄一 茨城営業所 茨城県水戸市元吉田町７１－７ 所長　岡田　克博

A002100057 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　太田　良治 茨城営業所 茨城県水戸市白梅２－６－１３　白梅ＮＯＷビル２Ｆ 所長　佐藤　和英

A002100058 東洋シヤッター株式会社 大阪府大阪市中央区南船場２－３－２ 代表取締役　岡田　敏夫 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

A002100059 協和テクノロジィズ株式会社 大阪府大阪市北区中崎１－２－２３ 代表取締役　十河　元太郎 東京本社 東京都港区芝１－５－９ 東京本社長　高森　祐二

A002100060 ＯＫＩクロステック株式会社 東京都中央区晴海１－８－１１ 代表取締　竹内　敏尚
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A002100061 須賀工業株式会社 東京都江東区富岡１－２６－２０ 代表取締役　津田　端孝 茨城出張所 茨城県つくばみらい市坂野新田４－１５ 所長　木村　滋夫

A002100062 株式会社日設 東京都港区芝浦１－２－１ 代表取締役　植草　常雄

A002100063 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　天野　裕正 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区大門町２－１１８ 専務執行支店長　田所　武士

A002100064 株式会社奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２ 代表取締役社長　奥村　太加典 東京支店 東京都港区芝５－６－１ 執行役員支店長　大熊　一由

A002100065 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　仁ノ平　俊和 茨城営業所 茨城県土浦市中高津１－１８－３ 所長　干川　明洋

A002100066 サンコーコンサルタント株式会社 東京都江東区亀戸１－８－９ 代表取締役社長　柿崎　勉 茨城営業所 茨城県水戸市笠原町９７２－４ 所長　益子　幸

A002100067 株式会社第一テクノ 東京都品川区南大井６－１３－１０ 代表取締役　向井　善彦 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

A002100068 りんかい日産建設株式会社 東京都港区芝２－３－８ 代表取締役社長　前田　祐治 水戸支店 茨城県水戸市泉町３－４－２８ 支店長　川野　佳久

A002100069 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町１１－１ 代表執行役社長　浅見　正男 東京支社 東京都大田区羽田旭町１１－１ 支社長　緒方　潔

A002100070 菅原建設株式会社 茨城県水戸市白梅１－２－３３ 代表取締役社長　下田　徳行

A002100071 西武建設株式会社 埼玉県所沢市くすのき台１－１１－１ 代表取締役　佐藤　誠 東京支店 東京都豊島区長崎五丁目１番３４号 取締役員支店長　加藤　智之

A002100072 東開工業株式会社 福島県福島市佐倉下字観音堂１１－３ 代表取締役　高野　次郎

A002100073 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　渡津　弘己 茨城営業所 茨城県つくば市桜１－２０－１ 所長　伊藤　真二

A002100074 東洋建設株式会社 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 代表取締役社長　武澤　恭司 茨城営業所 茨城県ひたちなか市山崎９４ 茨城営業所長　横塚　和久

A002100075 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 茨城支店 茨城県水戸市城南１－７－２７　香陵駅南ビル２ＦーＢ号 支店長　神原　哲哉

A002100076 株式会社ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８ 代表取締役　町田　豊 茨城営業所 茨城県水戸市中央１－８－１１ 所長　萩野谷　和宏

A002100077 東亜建設工業株式会社 東京都新宿区西新宿３－７－１ 代表取締役　社長　早川　毅 茨城営業所 茨城県水戸市中央２－７－３６ 営業所長　濱崎　健

A002100078 株式会社淺沼組 大阪府大阪市浪速区湊町１－２－３　マルイト難波ビル 代表取締役　浅沼　誠 茨城営業所 茨城県取手市取手２－３－９櫻井中央ビル 所長　青柳　正史

A002100079 株式会社電業社機械製作所 東京都大田区大森北１－５－１ 代表取締役　村林　秀晃 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１－４７－１ 支店長　大倉　茂樹

A002100080 ダイダン株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀１－９－２５ 取締役社長　藤澤　一郎 茨城営業所 茨城県土浦市桜町１－１６－１２リーガル土浦ビル７階 所長　笠原　健志

A002100081 大豊建設株式会社 東京都中央区新川１－２４－４ 代表取締役　森下　覚恵 東関東支店 千葉県千葉市中央区本千葉町１０－５ 支店長　大橋　雅之

A002100082 佐藤鉄工株式会社 富山県中新川郡立山町鉾木２２０ 代表取締役　坂本　良文 東京営業所 東京都中央区日本橋小伝馬町１－７ 所長　北村　靖浩

A002100083 奥アンツーカ株式会社 大阪府東大阪市長田東３－２－７ 代表取締役　奥　洋彦 東京支店 東京都千代田区九段北２－３－６ 支店長　奥　真人

A002100084 大栄電気株式会社 東京都中央区湊１－１４－１５ 代表取締役　岡村　峰督

A002100085 株式会社中山組 北海道札幌市東区北１９条東１－１－１ 代表取締役社長　中山　茂 東京支店 東京都中央区新富２－１５－６ 執行役員支店長　荒井　恵一

A002100086 株式会社石垣 東京都千代田区丸の内１－６－５ 代表取締役社長　石垣　真 営業本部 東京都千代田区丸の内１－６－５ 東京営業部長　野口　周士

A002100087 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

A002100088 東綱橋梁株式会社 栃木県下野市下古山１４３ 代表取締役　佐藤　浩

A002100089 前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見２－１０－２ 代表取締役社長　前田　操治 茨城営業所 茨城県水戸市南町２－６－１３ 所長　谷　干城

A002100090 東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田１－４－５ 代表取締役　青木　宏明 つくば営業所 茨城県つくばみらい市板橋２７１７ 所長　蓮沼　裕一

A002100091 株式会社柿本商会 石川県金沢市藤江南２－２８ 代表取締役社長　柿本　一如 東京支店 東京都千代田区鍛冶町１－８－５ 支店長　西本　滋一

A002100092 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 代表取締役　成田　正樹

A002100093 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　若木　輝彦 関東支店 茨城県土浦市中高津１－１８－３　若建ビル 支店長　仁平　康史

A002100094 株式会社東さく技工 東京都千代田区内神田２－１６－１１ 代表取締役　杉野　正治

A002100095 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　村井　豪

A002100096 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　高須　康有 茨城営業所 茨城県土浦市桜町１－１６－１２ 所長　日高　勉

A002100097 極東興和株式会社 広島県広島市東区光町２－６－３１ 代表取締役　山根　隆志 茨城営業所 茨城県つくば市二の宮３－８－２ 所長　杉澤　茂則

A002100098 東進電気株式会社 東京都荒川区西日暮里２－２５－１ 代表取締役　久保木　昌久 取手支店 茨城県取手市新町１－８－３８ 支店長　切替　茂光

A002100099 文化設備工業株式会社 福島県福島市野田町５－５－６ 代表取締役　泉田　達夫 茨城支店 茨城県水戸市上水戸２－３－５ 茨城支店長　人見　覚

A002100100 川田工業株式会社 富山県南砺市苗島４７６０ 代表取締役社長　川田　忠裕 東京本社 東京都北区滝野川１－３－１１ 取締役　橋梁事業　内海　靖

A002100101 東日本コンクリート株式会社 宮城県仙台市青葉区一番町２－２－１３ 代表取締役　山縣　修

A002100102 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　沖　昌徳 水戸支店 茨城県水戸市元吉田町８６０－１ 支店長　内海　大樹

A002100103 株式会社新井組 兵庫県西宮市池田町１２－２０ 代表取締役　馬場　公勝 茨城営業所 茨城県取手市取手２－２－２ 所長　上野　忠文

A002100104 株式会社日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－１９９－３ 代表取締役社長　若林　直樹 東日本支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－１９９－３ 取締役支社長　水井　寿則

A002100105 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　安田　一成 茨城営業所 茨城県水戸市白梅１－４－１７ 所長　岡田　正徳

A002100106 株式会社大林組 東京都港区港南２－１５－２ 取締役社長　蓮輪　賢治 関東支店 埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２ 関東支店長　多尾田　望

A002100107 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 東関東支店 茨城県土浦市小松１－３－３３ハトリビル５Ｆ 執行役員　支店長　大塚　弘之

A002100108 愛知時計電機株式会社 愛知県名古屋市熱田区千年１－２－７０ 代表取締役社長　國島　賢治 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　河上　智洋

A002100109 東亜グラウト工業株式会社 東京都新宿区四谷２－１０－３ 代表取締役　山口　乃理夫

A002100110 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 代表執行役　漆間　啓

A002100111 川崎設備工業株式会社 愛知県名古屋市中区大須１－６－４７ 代表取締役　廣江　勝志 東関東支店 茨城県土浦市西並木町３７８１－１９４ 東関東支店長　小畑　洋志

A002100112 新生テクノス株式会社 東京都港区芝５－２９－１１ 代表取締役　長田　豊 茨城営業所 茨城県那珂郡東海村村松３５２－１ 所長　森川　良治

A002100113 清水建設株式会社 東京都中央区京橋２－１６－１ 取締役社長　井上　和幸

A002100114 栗原工業株式会社 大阪府大阪市北区南森町１－４－２４ 代表取締役社長　横井　正温 茨城営業所 茨城県神栖市神栖１－７－９ 所長　安部　高広

A002100115 東亜道路工業株式会社 東京都港区六本木７－３－７ 代表取締役　森下　協一 茨城支店 茨城県つくば市大形１６００ 支店長　橋元　純

A002100116 大勝建設株式会社 茨城県神栖市波崎８８５０ 代表取締役　宮内　隆

A002100117 株式会社錢高組 大阪府大阪市西区西本町２－２－４ 代表取締役　銭高　久善 千葉支店 千葉県千葉市中央区今井１－１２－８ 千葉支店　支店長　鳥毛　修
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A002100118 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

A002100119 松井建設株式会社 東京都中央区新川１－１７－２２ 代表取締役　松井　隆弘 東京支店 東京都中央区新川１－１７－２２ 取締役専務執行役　小林　明

A002100120 東芝エレベータ株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４ 代表取締役　川崎　幹 東関東支社 千葉県千葉市中央区本千葉町１５ー１ 東関東支社長　管野　浩介

A002100122 日立造船株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 取締役社長　三野　禎男 東京本社 東京都品川区南大井６丁目２６番３号

A002100123 新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷１－６－１ 代表取締役　加賀美　猛 筑波営業所 茨城県つくば市吾妻１－１０－１ 所長　渡邊　千洋

A002100124 中央電気工事株式会社 愛知県名古屋市中区栄３－１４－２２ 代表取締役社長　加藤　大策 茨城営業所 茨城県古河市本町２－９－１６－５０２ 所長　佐竹　雅勝

A002100125 あきら株式会社 東京都中央区東日本橋３－３－１１ 取締役社長　中川　崇 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

A002100126 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 代表取締役社長　上原　正

A002100127 株式会社明電舎 東京都品川区大崎２－１－１ 執行役員社長　三井田　　健 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　金子　真一

A002100128 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　土屋　三幸 茨城支店 茨城県下妻市小野子町２－５８ 支店長　亀山　智志

A002100129 藤田エンジニアリング株式会社 群馬県高崎市飯塚町１１７４－５ 代表取締役　藤田　実 栃木支店 栃木県栃木市河合町８－１６ 支店長　松村　勲

A002100130 株式会社日比谷アメニス 東京都港区三田４－７－２７ 代表取締役　伊藤　幸男

A002100131 若築建設株式会社 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 代表取締役社長　烏田　克彦 茨城営業所 茨城県水戸市城南３－５－５ 所長　長谷部　耕生

A002100132 ライト工業株式会社 東京都千代田区九段北４－２－３５ 代表取締役　阿久津　和浩 関東防災統括支店 東京都立川市曙町２－４－３ 執行役員支店長　佐藤　秀朗

A002100133 荏原商事株式会社 東京都中央区日本橋茅場町３－９－１０ 代表取締役　島田　薫 関東支社 埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２ 支社長　伊藤　基之

A002100134 荏原実業株式会社 東京都中央区銀座７－１４－１ 代表取締役　吉田　俊範 茨城営業所 茨城県つくば市二の宮３－２－７第４芳村ビル 所長　北野　秀明

A002100135 株式会社フソウ 香川県高松市郷東町７９２－８ 代表取締役　角　尚宣 茨城営業所 茨城県水戸市城南２－１－２０ 所長　千葉　實

A002100137 戸田建設株式会社 東京都中央区八丁堀２－８－５ 代表取締役社長　大谷　清介 水戸営業所 茨城県水戸市城南１－２－２２ 所長　小宮　信彦

A002100138 藤吉工業株式会社 愛知県名古屋市中村区太閤４－２－８ 代表取締役社長　加藤　靖始

A002100140 株式会社関電工 東京都港区芝浦４－８－３３ 取締役社長　仲摩　俊男 茨城支店 茨城県水戸市城南２－７－１４ 執行役員支店長　小原　隆

A002100142 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 茨城営業所 茨城県水戸市中央１－８－４ 所長　木村　克宏

A002100143 日比谷総合設備株式会社 東京都港区三田３－５－２７ 代表取締役　黒田　長裕 東京本店 東京都港区芝浦３－４－１ 東京本店長　中北　英孝

A002100144 三協工業株式会社 東京都品川区西五反田７－２０－１１ 代表取締役　高橋　和靖

A002100145 川北電気工業株式会社 愛知県名古屋市中区栄４－６－２５ 取締役社長　大津　正己 茨城営業所 茨城県筑西市伊讃美１９４７－２ 営業所長　大和田　創

A002100146 オリエンタル白石株式会社 東京都江東区豊洲５－６－５２ 代表取締役社長　大野　達也 茨城営業所 茨城県つくば市緑ヶ原１－１－２ 茨城営業所長　田中　弘

A002100147 株式会社松村組 東京都千代田区三番町２番地 代表取締役　村上　修 東京本店 東京都千代田区三番町２番地 執行役員本店長　瀧川　和志

A002100148 株式会社ナカボーテック 東京都中央区新川１―１７―２１茅場町ファーストビル 代表取締役社長　木村　浩 東関東支店 千葉県市原市五井金杉２－２－２ 支店長　坂屋　好彦

A002100149 都築電気株式会社 東京都港区新橋６－１９－１５ 代表取締役社長　江森　勲 水戸オフィス 茨城県水戸市南町３－４－１２ 水戸オフィス長　菱沼　信貴

A002100151 株式会社ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町１５－１ 取締役社長　井田　建 東京支店 東京都港区浜松町２－１－１８ 支店長　角田　光男

A002100152 日本無線株式会社 東京都中野区中野４－１０－１ 代表取締役　小洗　健 関東支社 東京都三鷹市牟礼６－２１－１１ 支社長　掛川　敦

A002100153 新明和工業株式会社 代表取締役　五十川　龍之 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　岡嶋　憲

A002100154 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　石田　博一

A002100155 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　古川　徹 東京支店 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 支店長　松本　拓也

A002100156 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４－１４ 代表取締役社長　野口　周一 地域事業本部　関東甲信越業務部 東京都渋谷区神南１－４－１ 部長　夏目　敬久

A002100157 美津濃株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 代表取締役　水野　明人 東京本社 東京都千代田区神田小川町３－１ 事業推進部部長　高木　洋

A002100158 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 代表取締役　砂田　敬之 埼玉支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 支社長　大久保　尚

A002100159 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 茨城営業所 茨城県つくばみらい市福岡２４７２ー１ 所長　青木　裕司

A002100160 日本防蝕工業株式会社 東京都大田区南蒲田１－２１－１２ 代表取締役　佐藤　元彦 東京支店 東京都大田区東京都大田区南蒲田１－２１－１２ 支店長　森　勇造

A002100161 国土防災技術株式会社 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 代表取締役　相川　裕司 宇都宮支店 栃木県宇都宮市簗瀬町１７８５－３３ 支店長　小山　正裕

A002100162 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 宇都宮支店 栃木県宇都宮市元今泉６－５－２ 支店長　大塚　靖之

A002100163 株式会社三晃空調 大阪府大阪市北区西天満３－１３－２０ 取締役社長　齋藤　昌宏 東京本店 東京都新宿区西新宿六丁目１８番１号　住友不動産新宿セントラルパークタワー 本店長　笠木　裕公

A002100164 ナブコシステム株式会社 東京都千代田区霞が関３－２－１５ 代表取締役社長　内田　正則 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

A002100165 株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内１－６－６ 執行役社長　小島　啓二 茨城支店 茨城県水戸市三の丸１－４－７３ 支店長　岡田　知巳

A002100166 株式会社鈴木シャッター 東京都豊島区南大塚１－１－４ 取締役社長　濱野　壽之 北関東営業所 茨城県土浦市富士崎１－１６－３　ロイヤルマンション中常１０１－Ｂ 所長　中嶋　勝則

A002100167 日本ファブテック株式会社 茨城県取手市下高井１０２０ 代表取締役社長　野上　勇 橋梁事業本部 茨城県取手市下高井１０２０ 本部長　福島　剛

A002100168 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 関東支店 東京都品川区西五反田７―２５―１９ 支店長　高田　真人

A002100169 クシダ工業株式会社 群馬県高崎市貝沢町甲９６５ 代表取締役　串田　洋介

A002100170 株式会社スガテック 東京都港区海岸３―２０―２０ 代表取締役　上野　浩光

A002100171 電気興業株式会社 東京都千代田区丸の内３－３－１ 代表取締役社長　近藤　忠登史 中央営業部 東京都千代田区丸の内（次のビルを除く） 中央営業部長　石出　琢郎

A002100172 扶桑電通株式会社 東京都中央区築地５－４－１８ 代表取締役　有冨　英治

A002100173 株式会社日立国際電気 東京都港区西新橋２－１５－１２ 代表取締役　佐久間　嘉一郎 茨城営業所 茨城県水戸市中央１－２－１５ 所長代理　五十嵐　和男

A002100174 株式会社森田鉄工所 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００－３３ 代表取締役　高橋　礼 東京営業支店 東京都千代田区岩本町１－８－１５ 支店長　高品　祥一

A002100175 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 千葉営業所 千葉県千葉市中央区長洲２－２５－１１ 所長　佐藤　貴之

A002100176 三菱化工機株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０　ソリッドスクエア東館 取締役社長　田中　利一 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 部長　田淵　健治

A002100177 株式会社四電工 香川県高松市花ノ宮町２－３－９ 代表取締役　関谷　幸男 東京本部 東京都港区浜松町１－１８－１６ 常務取締役本部長　柳川　賀久

A002100178 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門１－７－１２ 代表取締役　森　孝廣 首都圏営業本部 東京都港区虎ノ門１－７－１２ 本部長　池西　利勝

A002100179 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　岡村　武士 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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A002100180 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田３－３－５ 代表取締役　芳井　敬一 茨城支社 茨城県つくば市東新井３８番１ 支社長　八友　明彦

A002100181 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　岡野　邦彦

A002100182 三菱電機ビルソリューションズ株式会社東京都千代田区有楽町１－７－１ 代表取締役　松本　匡 首都圏支社 東京都荒川区荒川７－１９－１ 執行役員支社長　宇和川　慎一

A002100183 株式会社ミライト・ワン 東京都江東区豊洲５－６－３６ 代表取締役社長　中山　俊樹 茨城支店 茨城県つくば市南中妻字宮久保３７８－１ 支店長　浅井　郷志

A002100185 極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 代表取締役　布原　達也

A002100186 株式会社水機テクノス 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 代表取締役　原　毅 関東支店 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 支店長　水口　博史

A002100188 株式会社日立ビルシステム 東京都足立区中川４－１６－２９ 取締役社長　光冨　眞哉

A002100189 株式会社松村電機製作所 東京都文京区根津２－１２－１ 代表取締役　松村　秀一 東京支店 東京都台東区池之端２－７－１７　井門池之端ビル 支店長　塚田　暁

A002100190 ドリコ株式会社 東京都中央区日本橋２－１３－１０ 代表取締役社長　鮫島　修

A002100191 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　森川　浩 東京支店 東京都中央区新川１－２２－４　新川ニッテイアネックス 支店長　福森　道明

A002100192 高砂熱学工業株式会社 東京都新宿区新宿６－２７－３０ 代表取締役社長　小島　和人 茨城営業所 茨城県つくば市東新井１５－４　関友つくばビル 所長　小柴　正昭

A002100193 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 東京都港区芝浦三丁目９番１４号 代表取締役　牛島　祐之 茨城営業所 茨城県水戸市城南１－１－６ 所長　菊池　耕太

A002100194 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　綱崎　一成 建設本部 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　柴山　哲也

A002100195 株式会社富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７ 代表取締役　斎藤　悦郎 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 部長　新田　洋司

A002100197 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 茨城営業所 茨城県水戸市渡里町２７１０－６ 所長　遠藤　光弘

A002100198 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　北　哲弥 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

A002100199 株式会社中西製作所 東京都中央区新川１－２６－２ 代表取締役　中西　一真 東関東支店 千葉県千葉市中央区登戸３－１９－９昭栄ビル３－３０１号 支店長　野田　周作

A002100200 日東工営株式会社 東京都新宿区西新宿７－７－３０ 代表取締役　高山　哲夫

A002100201 株式会社大三洋行 東京都港区港南２－５－１１ 代表取締役　白地　英昭

A002100202 石井工業株式会社 千葉県香取市北２－６－３ 代表取締役　石井　良典 茨城支店 茨城県稲敷市佐原下手ロ１５３１－１ 茨城支店長　額賀　直樹

A002100203 株式会社日立システムズ 東京都品川区大崎１－２－１ 代表取締役　柴原　節男 茨城支店 茨城県水戸市南町３－４－１４ 茨城支店長　佐伯　修

A002100204 ヒビノスペーステック株式会社 東京都港区海岸２－７－７０ 代表取締役社長　小林　瑞夫

A002100205 日本体育施設株式会社 東京都中野区東中野３－２０－１０ 代表取締役　小松　和幸 東関東営業所 千葉県松戸市新松戸４－２５１－２０３ 所長　上原　安雄

A002100206 郡リース株式会社 東京都港区六本木６－１１－１７ 代表取締役　郡　龍一郎 水戸支店 茨城県水戸市白梅１－９－４　ＪＳビル４Ｆ 支店長　堀江　直弘

A002100207 三精工事サービス株式会社 大阪府大阪市北区池田町１－４３三精ビル 代表取締役　畑中　祐介 東京支店 東京都荒川区東日暮里２－３－１１ 代表取締役　忠岡　功祐

A002100208 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 千葉支店 千葉県佐倉市大作２－２－２ 支店長　緒方　浩一郎

A002100209 株式会社イトーキ 東京都中央区２－５－１ 代表取締役社長　湊　宏司

A002100210 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

A002100211 コスモ工機株式会社 東京都港区西新橋３－９－５ 代表取締役　加藤　正明 東京支店 東京都港区西新橋３－９－５ 支店長　佐々木　剛

A002100212 大成機工株式会社 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００ 代表取締役社長　中村　稔 東京支店 東京都中央区日本橋１－２－５栄太楼ビル７階 　下中　政之

A002100213 三晃工業株式会社 大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６ 代表取締役　山梶　章

A002100214 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 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

A002100215 三国屋建設株式会社 茨城県神栖市知手中央２－１－２ 代表取締役　和田　英司

A002100217 中川企画建設株式会社 大阪府大阪市中央区博労町４－２－１５ 代表取締役　中川　廣次 東京支店 東京都港区南青山１－１－１ 支店長　澤田　正博

A002100218 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 代表取締役　高松　保雄

A002100219 新生ビルテクノ株式会社 東京都文京区千駄木３－５０－１３ 代表取締役社長　荒川　洋 北関東支店 茨城県つくば市千現１－１１－３ 支店長　山崎　勉

A002100220 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　加賀谷　卓 社会基盤事業本部 東京都品川区東五反田２－１７－１ 取締役常務執行役　上山　圭司

A002100221 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　高橋　明 茨城営業所 茨城県つくば市東新井２－１　ＫＭＳ．Ｓ２　２０３号室 営業所長　小泉　浩紀

A002100222 日化メンテナンス株式会社 東京都千代田区東神田２－５－１２ 代表取締役社長　近藤　宗浩 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

A002100223 石垣メンテナンス株式会社 東京都千代田区丸の内１－６－５ 代表取締役　石垣　真

A002100224 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 東京本社 東京都台東区台東１－３３－８ 執行役員ＶＰ営業　原　秋佳

A002100225 　日本調理機株式会社 東京都大田区東六郷３－１５－８ 代表取締役　齋藤　有史 茨城営業所 茨城県水戸市見和１－３００－７１ 所長　齊藤　恒史

A002100226 長永スポーツ工業株式会社 東京都世田谷区砧１－１３－４ 代表取締役社長　長谷川　信

A002100228 株式会社日電 東京都荒川区東日暮里６－３７－１２ 代表取締役　黒沢　夏樹 茨城支店 茨城県取手市取手２－１－１７　カネヨビル４階 茨城支店長　吉村　祐二

A002100229 パナソニックコネクト株式会社 東京都中央区銀座８－２１－１ 代表取締役　樋口　泰行 現場ソリューションカンパニー　首都圏部門 東京都中央区銀座８－２１－１ カンパニー副社長　高嶋　靖彦

A002100230 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５－２４－８ 代表取締役　市川　誠 茨城第二営業所 茨城県水戸市南町３－４－１２ 茨城第二営業所長　河村　浩

A002100231 大同機工株式会社 埼玉県戸田市新曽３３６ 代表取締役　徳永　光昭 茨城営業所 茨城県土浦市桜町４－３－２０ 所長　小松崎　洋

A002100232 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 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

A002100233 株式会社ジーエス・ユアサフィールディングス東京都大田区大森北４－８－１ 代表取締役　東　大道 茨城営業所 茨城県水戸市元吉田町７５６ 所長　宮崎　潔

A002100234 関東道路株式会社 茨城県筑西市下川島６３５ 代表取締役　武藤　正浩

A002100235 セイコータイムクリエーション株式会社東京都江東区福住２－４－３ 代表取締役社長　萩原　健二

A002100236 株式会社塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２－１ 代表取締役　塩浜　都広 東京本社 東京都文京区後楽１－５－３ 東京本店長　堀　昌弘

A002100237 小川工業株式会社 埼玉県行田市桜町１－５－１６ 代表取締役　小川　貢三郎

A002100238 富士産業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北２－１－１０ 代表取締役　栗田　隆志 東京支店 東京都中央区日本橋浜町１－３－１２ 支店長　阪田　宗生

A002100239 株式会社西原環境 東京都港区海岸３－２０－２０ 代表取締役　西原　幸志 関東支店 東京都港区海岸３－２０－２０ 支店長　小仁　祐

A002100240 株式会社精研 大阪府大阪市中央区南船場２－１－３ 代表取締役　辻　武寿 東京本社 東京都文京区小石川１－１５－７ 常取締役東京代表　松能　功

A002100241 株式会社水戸グリーンサービス 茨城県水戸市堀町９５９ 代表取締役　雨貝　綱太
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A002100242 管水工業株式会社 群馬県高崎市小八木町３１０－１ 代表取締役　長井　義久

A002100243 株式会社ジャクエツ 福井県敦賀市若葉町２－１７７０ 代表取締役　徳本　達郎

A002100244 タニコー株式会社 東京都品川区戸越１－７－２０ 代表取締役社長　谷口　秀一 水戸営業所 茨城県水戸市住吉町１２５番１号双葉ビル 所長　小圷　拓博

A002100245 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　森内　昭 茨城営業所 茨城県取手市取手３－４－８　海方ビル 所長　阪田　憲一

A002100247 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７２－３４ 代表取締役　今野　貴之 東関東支店 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１　ワールドビジネスガーデン（２４階） 統括責任者　高橋　義人

A002100248 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

A002100249 西山電気株式会社 東京都港区白金２－５－１２ 代表取締役　西山　勉 茨城営業所 茨城県ひたちなか市馬渡２２８－１７ 所長　北口　幸治

A002100250 太陽スポーツ施設株式会社 東京都港区高輪３－４－１ 代表取締役　渕沢　一史

A002100252 株式会社有電社 東京都新宿区西新宿７－７－３０ 代表取締役　伊丹　一弘 東京支店 東京都新宿区西新宿７－７－３０ 支店長　岡　潤

A002100253 パナソニックＥＷエンジニアリング株式会社大阪府大阪市中央区城見２－１－６１ 代表取締役　藤井　和夫 東京本部 東京都港区東新橋１－５－１ 取締役本部長　中牟田　研也

A002100254 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２－８－７ 代表取締役　遠藤　一郎

A002100255 株式会社山忠 茨城県ひたちなか市枝川城の内２２２ 代表取締役社長　山崎　晋一郎

A002100256 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 つくば支店 茨城県土浦市卸町２－８－８ つくば支店長　坂入　芳隆

A002100257 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 東京都千代田区神田司町２－３ 代表取締役　田熊　範孝 北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６　シーノ大宮ノースウイング 支店長　岡野　宏

A002100258 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１－１１－２ 代表取締役　武田　健三 鹿島営業所 茨城県神栖市知手中央１０－６－１９ 所長　松原　亮

A002100259 株式会社トミデン 茨城県石岡市柏原町９－７０ 代表取締役　和田本　聡

A002100260 小野防水株式会社 茨城県石岡市谷向町４－２５ 代表取締役　小野　賢造

A002100261 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

A002100262 エナジーシステムサービスジャパン株式会社東京都大田区平和島６－１－１ 代表取締役　藤浪　司

A002100263 日勝スポーツ工業株式会社 東京都世田谷区三宿２－３６－９ 代表取締役　岡田　一良

A002100264 エフコム株式会社 東京都港区芝２－２８－８ 代表取締役　町野　武重

A002100265 ＮＥＣフィールディング株式会社 東京都港区三田１－４－２８ 代表取締役　鈴木　浩 茨城支店 茨城県水戸市見和３－５７５－３ 茨城支店長　小野　報

A002100266 森松工業株式会社 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 代表取締役　松久　浩幸

A002100268 扶桑電機工業株式会社 東京都品川区南品川６－３－１０ 代表取締役　佐野　健二郎

A002100269 株式会社テクアノーツ 埼玉県川口市芝下１－１－３ 代表取締役　三門　克彰

A002100270 斉藤菊正塗工株式会社 茨城県水戸市笠原町１２２６－１ 代表取締役　齊藤　佳昭

A002100271 新晃アトモス株式会社 東京都江東区新大橋１－１１－４ 代表取締役　内海　昭則

A002100272 株式会社アコオ 茨城県水戸市谷津町細田１－１２ 代表取締役　宇都宮　浩

A002100273 三水プラント株式会社 栃木県宇都宮市滝の原１－２－１２ 代表取締役　三上　幸男

A002100274 株式会社保安企画 岐阜県羽島市舟橋町本町５－３２ 代表取締役　渡辺　勉 茨城営業所 茨城県つくば市花室１００３－１ 所長　山口　和也

A002100275 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社東京都中央区日本橋本石町１－２－２ 代表取締役　安口　公勉

A002100276 日興通信株式会社 東京都世田谷区桜丘１－２－２２ 代表取締役　鈴木　範夫 鹿島支店 茨城県神栖市息栖２８２２－１２ 支店長　北澤　昭一

A002100277 株式会社ウォーターテック 東京都港区芝浦３－１６－１ 代表取締役　早坂　克浩 東日本支店 東京都港区芝浦３－１６－１ 支店長　岳藤　圭行

A002100278 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

A002100279 メタウォーター株式会社 東京都千代田区神田須田町１－２５ 代表取締役社長　山口　賢二

A002100280 株式会社トーヨー建設 代表取締役　岡田　吉充

A002100281 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５－１１ 代表取締役　絹笠　淳 関東支店 埼玉県川口市仲町５－１１ 支店長　加藤　忠

A002100282 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３－１６－１５ 代表取締役　岡村　勝也 茨城営業所 茨城県常総市豊岡町乙１４７１－１ 茨城営業所長　加藤　信彦

A002100283 タカオ株式会社 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１ 代表取締役　高尾　典秀

A002100284 三協フロンテア株式会社 千葉県柏市新十余二５ 代表取締役社長　長妻　貴嗣

A002100285 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　澁谷　直樹 千葉事業部　茨城支店 茨城県水戸市北見町８－８ 支店長　長野　公秀

A002100286 白川舞台機構株式会社 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９－１ 代表取締役　白川　裕司

A002100287 松崎建設株式会社 茨城県潮来市牛堀１７１－１ 代表取締役　松崎　里志

A002100289 日東エンジニアリング株式会社 茨城県土浦市小松３－２４－１６ 代表取締役　坂本　好郎

A002100290 関東建設興業株式会社 埼玉県行田市樋上２７２ 代表取締役　須永　一磨

A002100291 株式会社中村製作所 千葉県松戸市小山５１０ 代表取締役　櫻田　正明

A002100292 日都産業株式会社 東京都杉並区宮前５－１９－１ 代表取締役　山中　慎吾 北関東営業所 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３０６－１ 所長　鈴木　昌英

A002100293 株式会社富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹３－１－３ 代表取締役　阿部　敏明 東京支店 東京都町田市原町田四丁目１８番８号 取締役支店長　金子　公彦

A002100294 ケーアンドイー株式会社 東京都千代田区富士見２－７－２　ステージビルディング１５階 代表取締役　岩間　和久 しゅとけんししゃ 東京都千代田区富士見２－７－２　ステージビルディング１５階 執行役員支社長　大葉　武男

A002100295 アマノ株式会社 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 代表取締役　津田　博之

A002100296 株式会社川本製作所 愛知県名古屋市中区大須４－１１－３９ 代表取締役　高津　悟 首都圏支店 東京都豊島区南大塚２－１０－３ 支店長　吉田　臣寛

A002100297 アイテック株式会社 大阪府大阪市北区梅田１－１３－１大阪梅田ツインタワーズ・サウス 代表取締役　前田　幸治

A002100298 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 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５　ソニックシティビル１７階 常務執行役員支店　三浦　隆一

A002100299 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 水戸営業所 茨城県水戸市小吹町１６１７－１ 所長　中野　一成

A002100300 株式会社中央コーポレーション 岩手県花巻市東宮野目第１１－５ 代表取締役　佐々木　史昭 関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－１８ 所長　三浦　正人

A002100301 東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 代表取締役　寺田　光宏 千葉支店 千葉県千葉市中央区新町１８－１０ 支店長　西村　伸

A002100302 東洋グリーン株式会社 東京都中央区日本橋人形町２－３３－８ 代表取締役社長　笹倉　正司 土浦営業所 茨城県土浦市板谷６－６４９－２ 営業所長　石原　仁
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A002100303 株式会社安藤・間 東京都港区東新橋１－９－１ 代表取締役社長　福富　正人 水戸営業所 茨城県水戸市宮町１－７－３３ 所長　上杉　智

A002100304 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町１－３２ 代表取締役社長　山下　宏治 東京支社 東京都千代田区外神田４－１４－１ 取締役支社長　尾形　宏仲

A002100305 株式会社ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区岸町５－７－１１ 代表取締役　関根　信次 茨城営業所 茨城県古河市東３－１０－２８ 所長　鳥海　和彦

A002100306 株式会社前田産業 熊本県熊本市南区野田３－１３－１ 代表取締役　木村　洋一郎 東京支店 東京都港区海岸２－６－３０ＭＳビル３階 支店長　前田　進

A002100307 新明和アクアテクサービス株式会社 代表取締役　石川　貞仁 北関東センター 埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３－２０ 所長　木田　博喜

A002100308 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 代表取締役社長　岩間　和義

A002100309 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

A002100310 矢野電設株式会社 茨城県水戸市河和田町３４４９－２ 代表取締役　矢野　宏

A002100311 株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長　大亀　裕 東京本社 東京都中央区東日本橋２－１５－４　ＰＭＯ東日本橋８Ｆ 統括部長　松本　浩二

A002100312 株式会社八洲電業社 埼玉県さいたま市北区日進町３－３７－１ 代表取締役　吉村　光司

A002100313 極東サービス株式会社 千葉県八千代市上高野１８２３－１ 代表取締役　島田　直弥

A002100314 株式会社ナガワ 東京都千代田区丸の内１－４－１ 代表取締役　高橋　修 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 東京支店長　くぼた　けいすけ

A002100315 株式会社クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目２－４７ 代表取締役社長　内田　睦雄 東京支社 東京都中央区京橋２－１－３ 支社長　梶山　禎博

A002100316 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 代表取締役社長　永井　貴徳

A002100317 三峰無線株式会社 神奈川県横浜市中区尾上町６－８６－１ 代表取締役　中島　芳明 東京支店 東京都中央区日本橋馬喰町１－８－８ 支店長　和田　純一

A002100318 株式会社岩城 岐阜県可児市柿下２－１ 代表取締役　文城　弘 東京営業所 東京都大田区北嶺町１４－９　フォレスト北峰１０１号室 取締役営業所長　亀岡　正典

A002100319 リコージャパン株式会社 東京都港区芝３－８－２ 代表取締役　木村　和広 茨城支社 茨城県水戸市元吉田町１０７４－１ 部長　岩城　裕二

A002100320 前田電気株式会社 茨城県古河市上辺見２５７４ 代表取締役　前田　美代子

A002100321 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　高山　盟司 つくばメンテサービスセンター 茨城県つくば市研究学園１－２－１４ 所長　小沢　良

A002100322 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１－２２－１６　ヒューリック浅草橋ビル４Ｆ 代表取締役　大江　愼一 茨城支店 茨城県日立市日高町５－９－１５ 支店長　今井　宏

A002100323 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

A002100324 株式会社ベルテクノ 愛知県名古屋市中区錦３－５－２７ 代表取締役　鈴木　洋

A002100325 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

A002100326 常陽建設株式会社 茨城県取手市藤代３５７－８ 代表取締役　飯田　竹世

A002100327 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

A002100328 株式会社大洋 茨城県水戸市千波町１９５０　ウェーブ２１ビル３階Ａ 代表取締役　星　文佳

A002100329 新日本工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区吹上町２－１－５ 代表取締役　冨田　健二 東京営業所 東京都江戸川区平井４－７－１６　徳久ビル５Ｆ 所長　奥田　武

A002100330 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　齊藤　功

A002100331 田中電気株式会社 東京都千代田区外神田１－１５－１３ 代表取締役　田中　良一

A002100332 株式会社羽原工務店 茨城県龍ケ崎市川原代町３９７５ 代表取締役　寺田　一郎

A002100333 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

A002100334 ＪＲＣシステムサービス株式会社 東京都三鷹市牟礼６－２１－１１ 代表取締役　田代　浩治 関東支店 東京都三鷹市牟礼６－２１－１１ 支店長　加藤　和広

A002100335 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前１－５－１ 代表取締役社長　尾関　一郎

A002100336 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　古谷　孝誠

A002100337 株式会社イートラスト 新潟県長岡市北陽１－５３－５４ 代表取締役　酒井　龍市

A002100338 スイス通信システム株式会社 千葉県千葉市中央区都町６－２１－５ 代表取締役　平野　恒次

A002100339 株式会社シー・エス・ケエ 愛知県名古屋市中区門前町１番５１号 代表取締役　井田　広成 東京支店 東京都大田区平和島４丁目１－２３ 東京支店長　安東　泰二

A002100340 株式会社カワサキフィールドサービス 茨城県那珂市額田南郷２３０７－８ 代表取締役　川崎　仁一

A002100341 ミザック株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜１－４－１６　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 代表取締役　柾木　隆弘 東京支店 東京都千代田区内幸町１－３－３内幸町ダイビル８０３ 支店長　山崎　慶祐

A002100342 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

A002100343 株式会社ＫＡＩＸＩＡ 茨城県水戸市城南１－４－７ 代表取締役　磯崎　達也

A002100344 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５－６－５０ 代表取締役　那須　公輔

A002100345 株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－１２ 代表取締役　上原　輝久

A002100346 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

A002100347 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

A002100348 コーヨー株式会社 東京都台東区東上野６－１６－１０ 代表取締役　今村　太

A002100349 株式会社日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３－６－３ 代表取締役　徳山　良一 東京支店 東京都千代田区神田東松下町２７番地 支店長　本坊　浩文

A002100350 株式会社アンペル 茨城県水戸市堀町１３５－３ 代表取締役　宇都宮　淳

A002100352 株式会社サンライフコーポレーション 茨城県笠間市五平６１ー１０ 代表取締役　工藤　育男

A002100353 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 代表取締役　冷水　康祐 茨城支店 茨城県筑西市乙９１０－２Ｆ 支店長　逆井　直行

A002100354 キングランリニューアル株式会社 東京都千代田区神田小川町１－１ 代表取締役　堤　大輔

A002100355 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 東京都港区東新橋１－９－２ 代表取締役社長　池口　学 首都圏支店 東京都港区東新橋１－９－２ 支店長　川俣　幸夫

A002100356 株式会社日立インダストリアルプロダクツ東京都千代田区外神田１－５－１ 代表取締役　小林　圭三 機械システム営業本部営業第二部 東京都千代田区外神田１－５－１ 部長　萩原　進

A002100357 株式会社アセント 東京都港区芝浦４－１６－２３ 代表取締役　木越　健二

A002100358 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　高橋　博

A002100359 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

A002100360 株式会社西山工務店 茨城県水戸市東原３－５－１８ 代表取締役　西山　孝
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A002100361 株式会社秋山工務店 茨城県水戸市堀町１１０８番地８ 代表取締役　秋山　進

A002100362 株式会社水庭農園 茨城県日立市本宮町５－８－６ 代表取締役　水庭　博

A002100363 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

A002100364 株式会社要建設 茨城県水戸市白梅１－２－３６ 代表取締役　高野　賢

A002100365 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　真由子

A002100366 株式会社マスダ塗装店 茨城県水戸市元吉田町１９７４－５４ 代表取締役　増田　勝人 本社 茨城県水戸市元吉田町１９７４－５４ 代表取締役　増田　勝人

A002100367 興民建設株式会社 茨城県石岡市若松２－１－５１ 代表取締役　大槻　正

A002100368 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

A002100369 常盤工事株式会社 茨城県土浦市下高津１－２－２１ 代表取締役　藤枝　護

A002100370 岡田電業株式会社 茨城県つくば市上境３１１－１ 代表取締役　岡田　栄一

A002100371 西野塗装工業株式会社 茨城県常陸太田市西一町２３３４－６ 代表取締役　西野　昭

A002100373 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

A002100374 常磐建設株式会社 茨城県龍ケ崎市２９５７ 代表取締役　佐々木　孝夫

A002100375 関建設工業株式会社 茨城県稲敷市江戸崎甲３１６４ 代表取締役　関　政弘

A002100376 株式会社大須賀工務店 茨城県ひたちなか市相金町１１－１ 代表取締役　大須賀　和裕

A002100377 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

A002100378 土浦造園株式会社 茨城県土浦市佐野子１０６１－１ 代表取締役　井坂　秀夫

A002100379 株式会社瀧工務店 茨城県常陸大宮市富岡１９１ 代表取締役　瀧　文雄

A002100380 清宮電気株式会社 茨城県行方市西蓮寺５８０－１ 代表取締役　清宮　裕子

A002100381 松浦建設株式会社 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見６０８－３ 代表取締役　松浦　一久

A002100382 株式会社大鶴 茨城県土浦市中高津２－２－２ 代表取締役　飯田　宗光

A002100383 飯島電気工事株式会社 茨城県牛久市神谷１－６－１ 代表取締役　飯島　和真

A002100384 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

A002100385 吉原電機工業株式会社 茨城県土浦市文京町１－９ 代表取締役　中澤　修

A002100386 株式会社鹿島フェンス 茨城県つくば市要南口堀１１１ 代表取締役　鈴木　孝太郎

A002100387 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　雄太

A002100388 松尾建設株式会社 茨城県稲敷郡阿見町実穀１３３３ 代表取締役　松尾　拓也

A002100389 茨城電話工業株式会社 茨城県水戸市水府町１５４４－３ 代表取締役　山本　裕幹

A002100390 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

A002100391 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

A002100392 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

A002100393 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

A002100394 令和建設株式会社 茨城県守谷市百合ケ丘１－２４０２－１ 代表取締役　由良　宣明

A002100395 櫻井建設工業株式会社 茨城県龍ケ崎市４２３５－１１ 代表取締役　櫻井　俊一

A002100396 東洋工業株式会社 茨城県水戸市袴塚１－４－１７ 代表取締役　尾曽　賢和

A002100397 株式会社阿部工業 茨城県土浦市宍塚３１５－３ 代表取締役　阿部　彰

A002100398 株式会社山本工務店 茨城県土浦市東崎町１１－５ 代表取締役　山本　和男

A002100399 共栄通信工業株式会社 茨城県水戸市青柳町５５６ 代表取締役　安部　徹

A002100400 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

A002100401 瀬谷工業株式会社 茨城県水戸市栄町１－５－２２ 代表取締役　瀬谷　光一

A002100402 株式会社井上工務店 茨城県ひたちなか市和田町１－１０－１３ 代表取締役社長　井上　美智子

A002100403 高塚建設工業株式会社 茨城県結城郡八千代町若１７８９ 代表取締役　高塚　幹夫

A002100404 常陽水道工業株式会社 茨城県土浦市文京町１８－２８ 代表取締役　池田　好男

A002100405 大島電気株式会社 茨城県下妻市長塚２６０－５ 代表取締役　大島　浩

A002100406 大内建設株式会社 茨城県筑西市小川１４５３ 代表取締役　大内　康意

A002100407 株式会社茨城サービスエンジニアリング茨城県北茨城市中郷町日棚７８３－１６ 代表取締役社長　津村　昭洋

A002100408 株式会社サンヨウ建設 茨城県稲敷市柴崎６８４１－９ 代表取締役　坪井　則子

A002100409 株式会社鈴木良工務店 茨城県水戸市緑町１－１－４ 代表取締役　鈴木　勝彦

A002100410 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

A002100411 石川電機株式会社 茨城県水戸市松が丘２－５－３６ 代表取締役　石川　英子

A002100412 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

A002100413 成島建設株式会社 茨城県つくばみらい市板橋３１０１ 代表取締役　成島　隆平

A002100414 斎藤商事株式会社 茨城県土浦市田中３－１－１７ 代表取締役　齊藤　津世紀

A002100415 株式会社綿正工務店 茨城県水戸市赤塚２－２０２９－６０ 代表取締役　小田木　一義

A002100416 高橋建設株式会社 茨城県行方市繁昌３５３－１ 代表取締役　高橋　修一

A002100417 日高見建設工業株式会社 茨城県稲敷市桑山４０３ 代表取締役　根本　和明

A002100418 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
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A002100419 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

A002100420 株式会社豊島工務店 茨城県水戸市千波町２８０６ 代表取締役　豊島　太一郎

A002100421 株式会社内田建設 茨城県鉾田市鉾田１９８３ 代表取締役　山澤　明子

A002100422 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

A002100423 郡司建設株式会社 茨城県土浦市右籾２７７５－３ 代表取締役　岸　卓史

A002100424 株式会社ツカヤ 茨城県小美玉市栗又四ケ２３８０－７ 代表取締役　磯邊　洋子

A002100425 株式会社斉藤建設 茨城県土浦市宍塚町１６７７－１ 代表取締役　斉藤　実

A002100426 株式会社内藤工務店 茨城県小美玉市小川３８３－１１ 代表取締役　内藤　裕一郎

A002100427 株式会社奈良屋 茨城県水戸市笠原町６００－１５ 代表取締役社長　市橋　薫

A002100428 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

A002100429 河村電気工事株式会社 茨城県龍ケ崎市馴馬町５０９ 代表取締役　河村　賢二

A002100430 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

A002100431 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　義和

A002100432 株式会社日立塗工店 茨城県日立市日立市弁天町２－２－３ 代表取締役　佐藤　雅彦

A002100433 株式会社吉田組 茨城県日立市十王町友部１８６６ 代表取締役　吉田　長邦

A002100434 株式会社ミドリヤ 茨城県鉾田市大蔵２３３－５ 代表取締役　小松崎　裕敏

A002100435 高橋建設工業株式会社 茨城県水戸市双葉台５－８１１－２ 代表取締役　高橋　順子

A002100436 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

A002100437 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

A002100438 株式会社雲井工務店 茨城県水戸市小泉町２６７－１ 代表取締役　雲井　万貴子

A002100439 日立電設工事株式会社 茨城県日立市城南町３－３－５ 代表取締役　橋本　弘子

A002100440 大堀電気工事株式会社 茨城県つくば市春日３－２２－６高野ビル１号棟１階 代表取締役　大堀　公司

A002100441 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

A002100442 幸武建設株式会社 茨城県神栖市神栖４－５－３１ 代表取締役　野口　雅利

A002100443 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

A002100444 株式会社宮原工務店 茨城県鹿嶋市平井１２７６－４１ 代表取締役　宮原　静子

A002100445 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

A002100446 株式会社小林電気商会 茨城県潮来市日の出１－５－７ 代表取締役　小林　英樹

A002100447 飯村機電工業株式会社 茨城県水戸市城南３－２－８ 代表取締役社長　水庭　明良

A002100448 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

A002100449 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

A002100450 株式会社平野産業 茨城県那珂市菅谷５４０８－２ 代表取締役　平野　正栄

A002100451 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

A002100452 水戸通信工業株式会社 茨城県水戸市新荘２－７－３３ 代表取締役　飯田　保二

A002100453 清和工業株式会社 茨城県水戸市東野町字南割１４０－４ 代表取締役　岡　衆司

A002100454 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

A002100456 株式会社カシワ 茨城県水戸市城東５－１２－３７ 代表取締役社長　柏　光一

A002100457 桂建設株式会社 茨城県牛久市さくら台１ー１８ー４ 代表取締役　大野　登

A002100458 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

A002100459 筑波電気工事株式会社 茨城県つくば市榎戸４６０－２ 代表取締役　山谷　憲司

A002100460 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

A002100461 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

A002100462 株式会社坂田園芸 茨城県土浦市上坂田６１０ 代表取締役　完賀　裕子

A002100463 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

A002100466 有限会社ロビンス熱工業 茨城県水戸市河和田町３９１４ 代表取締役　田所　諭

A002100467 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　信一郎

A002100468 高野工業株式会社 茨城県かすみがうら市岩坪５９８－１ 代表取締役　高野　竜也

A002100469 藤電気株式会社 茨城県水戸市河和田町４３８４ 代表取締役　鈴木　悠

A002100470 株式会社鯉淵工業 茨城県水戸市鯉淵町１１９９ 代表取締役　大高　滋

A002100471 有限会社よこすか建設 茨城県ひたちなか市東大島４－１３－１１ 代表取締役　横須賀　健一

A002100473 平和建設株式会社 茨城県水戸市谷田町６６０ 代表取締役　長谷川　紀子

A002100474 株式会社横田建設 茨城県水戸市吉沢町６６７ 代表取締役　横田　修一

A002100475 株式会社内田工業 茨城県小美玉市倉数８６９－１ 代表取締役　内田　誠

A002100476 柳澤工業株式会社 茨城県土浦市永井３９８ 代表取締役　柳澤　秀昭

A002100477 株式会社サトウ塗工社 茨城県水戸市笠原町１２２７－４ 代表取締役　佐藤　慎一

A002100478 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

A002100479 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
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A002100480 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

A002100481 佐々木建設株式会社 茨城県土浦市真鍋１－１６－２４ 代表取締役　佐々木　征史

A002100482 星田建設工業株式会社 茨城県つくば市西大沼４１８ 代表取締役　高野　修也

A002100483 株式会社光商社 茨城県取手市神浦４ 代表取締役　杉山　徹

A002100484 株式会社ダイセツ 茨城県鹿嶋市長栖１８７９－３７２ 代表取締役　安斉　勝

A002100486 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

A002100487 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　勇

A002100488 塚田建材株式会社 茨城県下妻市比毛２９ 代表取締役　塚田　隆

A002100489 株式会社川上農場 茨城県つくばみらい市小張４０４１ 代表取締役　川上　嗣朗

A002100490 根崎解体工事株式会社 茨城県小美玉市栗又四ヶ２０８７ 代表取締役　根崎　正行

A002100491 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

A002100492 株式会社入江電機工業所 茨城県水戸市大工町２－３－２３ 代表取締役　入江　元

A002100493 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

A002100494 黒田建設株式会社 茨城県稲敷市浮島５１１８ 代表取締役　黒田　正

A002100495 東洋技建株式会社 茨城県日立市大久保町２－１２－７ 代表取締役　大窪　康文

A002100496 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

A002100497 常陽環整株式会社 茨城県水戸市千波町１８６ 代表取締役　久保田　規子

A002100498 東洋計測株式会社 茨城県鹿嶋市宮下３－４－６ 代表取締役社長　和田　厚

A002100499 株式会社タケイ・アーツ 茨城県石岡市国府２－３－２９ 代表取締役　武居　宏

A002100500 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　祐見子

A002100501 村上工業株式会社 茨城県神栖市平泉２６５－３１ 代表取締役　村上　一夫

A002100502 ライナー建設株式会社 茨城県下妻市堀篭１４７１－１ 代表取締役　鳩貝　享子

A002100503 株式会社平川建設 茨城県龍ケ崎市佐貫３－１０－２０　コーキビル２０２号 代表取締役　平川　智美

A002100505 大竹建設株式会社 茨城県取手市小文間５５８４ 代表取締役　大竹　光

A002100506 湖南電設株式会社 茨城県水戸市千波町３００－２ 代表取締役　小石川　佳弘

A002100508 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

A002100509 株式会社鹿島ガーデン 茨城県鹿嶋市宮中６－６－９ 代表取締役　小松崎　福之

A002100510 株式会社フジクリーン茨城 茨城県水戸市谷津町字細田１－２１ 代表取締役　大竹　昌士

A002100511 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

A002100512 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

A002100513 株式会社大成設備工業 茨城県ひたちなか市後台４５４－５ 代表取締役　鈴木　幹翁

A002100514 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

A002100515 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

A002100516 足立建設株式会社 茨城県水戸市東野町１６７－２ 代表取締役　足立　誠一

A002100517 株式会社阿部電気設備 茨城県土浦市佐野子９５２番地 代表取締役　阿部　守男

A002100518 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

A002100519 株式会社古川技建 茨城県日立市桜川町２－６－１７ 代表取締役　佐藤　勝哉

A002100520 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

A002100521 株式会社大栄建設 茨城県ひたちなか市中根六ツ野４８１７－１３ 代表取締役　大内　久美

A002100523 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

A002100525 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

A002100526 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　浩幸

A002100528 株式会社三建工業 茨城県那珂郡東海村大字石神内宿２２６５－２ 代表取締役　三原　章裕

A002100529 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

A002100530 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

A002100531 酒寄電気工業株式会社 茨城県つくば市国松１８９５ 代表取締役　酒寄　浩

A002100532 スペンサー工業株式会社 茨城県日立市弁天町２－１１－１６ 代表取締役　小林　邦友

A002100533 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

A002100534 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

A002100535 株式会社飯塚工務店 茨城県鉾田市烟田２２０３－９ 代表取締役　飯塚　揚

A002100536 北都建設工業株式会社 茨城県土浦市虫掛３４９１ 代表取締役　鈴木　亮

A002100537 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

A002100538 株式会社千本杉 茨城県那珂市菅谷６０５－２１ 代表取締役　中村　澄夫

A002100539 大和田電気工業株式会社 茨城県土浦市木田余字境川１７１９－３ 代表取締役　大和田　武修

A002100541 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

A002100542 株式会社関東エルエンジニアリング 茨城県龍ケ崎市佐貫３－１４－９ 代表取締役　金　鉄昊

A002100543 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
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A002100544 サイワイ商事株式会社 茨城県水戸市東野町５０２－１ 代表取締役　林　孝和

A002100545 有限会社高榮組 茨城県稲敷郡河内町金江津４０８９－３ 代表取締役　高橋　良壽

A002100546 株式会社丸川技研工業 茨城県石岡市石岡４５４１－５ 代表取締役　川口　一浩

A002100547 鈴木鉄工株式会社 茨城県常陸太田市田渡町－３７ 代表取締役　鈴木　康之

A002100548 株式会社イバデン 茨城県水戸市南町２－６－３９ 代表取締役　松浦　隆夫

A002100549 栗山工業株式会社 茨城県稲敷郡美浦村布佐１０４９ 代表取締役　栗山　秀樹

A002100550 三英物産株式会社 茨城県水戸市双葉台４丁目５６９番３ 代表取締役　石塚　義章

A002100551 サンプラント株式会社 茨城県土浦市神立町３４３６－２ 代表取締役　大森　健二

A002100552 株式会社カンエイ 茨城県水戸市石川１－３８４４－２ 代表取締役　松岡　裕和

A002100553 泰明電設株式会社 茨城県水戸市酒門町５０３９－２ 代表取締役　海老澤　健

A002100555 エース産業株式会社 茨城県水戸市赤塚２－２１１－１９ 代表取締役　中川　潤一

A002100556 株式会社田村工務店 茨城県水戸市備前町６－４３ 代表取締役　田村　貴也

A002100557 岩倉緑化産業株式会社 茨城県笠間市福原１０２８－１ 代表取締役　山口　修一

A002100558 東建設株式会社 茨城県水戸市河和田町２９９６－９ 代表取締役　小口　辰也

A002100559 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

A002100560 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

A002100561 有限会社細谷建材 茨城県東茨城郡茨城町駒渡１２５１ 代表取締役　細谷　和則

A002100562 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

A002100563 株式会社浅川建設 茨城県那珂市豊喰４２８ 代表取締役　浅川　久志

A002100564 ミナト防災通信工業株式会社 茨城県ひたちなか市柳が丘３３－３ 代表取締役　若林　龍也

A002100565 双葉建装株式会社 茨城県石岡市旭台１－１６－３ 代表取締役　木川　知三

A002100566 稲敷設備工業株式会社 茨城県稲敷市幸田３４８７ 代表取締役　村松　卓

A002100567 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　松浦　敦士

A002100568 株式会社環境開発 茨城県つくば市北中妻２１５－１ 代表取締役　酒寄　清 環境開発 茨城県つくば市北中妻２１５－１ 代表取締役　酒寄　清

A002100569 株式会社常総エナジー 茨城県牛久市下根町７８０－３ 代表取締役　青木　茂治

A002100570 有限会社篠田工務店 茨城県稲敷郡美浦村大字興津１３６４ 代表取締役　篠田　恭央

A002100571 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

A002100572 株式会社水都交安 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町１４３４－３ 代表取締役社長　小池　敏夫

A002100573 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

A002100574 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

A002100575 株式会社アーバン 茨城県水戸市青柳町１８５－１ 代表取締役社長　倉田　章吾

A002100576 株式会社セイビ 茨城県龍ケ崎市佐貫町５５５－１ 代表取締役　寺田　誠

A002100577 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　友喜

A002100578 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

A002100579 正和産業株式会社 茨城県守谷市薬師台３－２０－７ 代表取締役　上沢　昌幸

A002100580 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

A002100581 ナカヤ建設株式会社 茨城県水戸市元石川町６１１－８３ 代表取締役　中村　幸生

A002100582 株式会社クボタ総建 茨城県小美玉市羽鳥２６０７－２ 代表取締役　久保田　敏夫

A002100584 株式会社沼崎商事 茨城県稲敷郡美浦村受領４９－１ 代表取締役　船串　希雄

A002100585 小林瓦工業株式会社 茨城県常総市豊岡町丁２２５ 代表取締役　小林　宣夫

A002100586 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

A002100587 常盤造園建設株式会社 茨城県取手市駒場４－６－５ 代表取締役　飯田　俊美

A002100588 山二興業株式会社 茨城県鹿嶋市長栖２５２ 代表取締役　鈴木　仁美

A002100589 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

A002100590 株式会社城北エンジニアリング 茨城県取手市本郷５－１６－１ 代表取締役　伊藤　勝也

A002100591 コスモ綜合建設株式会社 茨城県水戸市けやき台２－１３－２ 代表取締役　池田　勇夫

A002100592 株式会社アクアプラントテック 茨城県土浦市生田町２－１６ 代表取締役　阿部　浩幸

A002100593 株式会社ブロード 茨城県土浦市西並木町３７８１－２９ 代表取締役　香取　潤一

A002100594 環境保全事業株式会社 茨城県那珂郡東海村村松１０３３－１ 代表取締役　荒木田　泰昭

A002100595 吉江総業有限会社 茨城県筑西市倉持１１２６番地 代表取締役　吉江　成能

A002100597 株式会社三共建設 茨城県つくば市春日２－２４－３ 代表取締役　宗清　明

A002100598 大木建設株式会社 茨城県常陸太田市岡田町１５－３ 代表取締役　和田　昭一

A002100599 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

A002100600 樋口土木株式会社 茨城県稲敷郡阿見町住吉２－３－１９ 代表取締役　樋口　薦

A002100601 吉岡緑地株式会社 茨城県龍ケ崎市３０２６－６ 代表取締役　吉岡　伸一

A002100602 金成重機建設株式会社 茨城県日立市十王町友部３５５４－１ 代表取締役　金成　和彦

A002100603 池田建装株式会社 茨城県つくば市上ノ室９２４－１ 代表取締役　池田　峰子
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A002100604 株式会社茨交 茨城県つくば市谷田部６５９７－３ 代表取締役　松尾　浩二

A002100605 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

A002100606 株式会社友愛電気工事 茨城県坂東市菅谷１０１０－３ 代表取締役　野口　宜伸

A002100607 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

A002100608 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　杉原　栄司

A002100609 有限会社沼田クリーンサービス 茨城県日立市城南町１－１０－１６ 代表取締役　沼田　元良

A002100610 信工業株式会社 茨城県稲敷市江戸崎甲４７６９－１ 代表取締役　石井　恒美

A002100611 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

A002100612 高橋興業株式会社 茨城県土浦市大町１２－１ 代表取締役　高橋　良樹

A002100613 株式会社伊藤建設 茨城県稲敷郡美浦村大谷４５３－１ 代表取締役　伊藤　孝司

A002100614 株式会社トーホー工業 茨城県ひたちなか市馬渡３９１－１ 代表取締役　八重樫　賢治

A002100615 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

A002100616 株式会社久工 茨城県笠間市南吉原１３２ 代表取締役　久保田　智子

A002100617 出戸土木有限会社 茨城県稲敷郡美浦村土屋１９７７－１０ 代表取締役　出戸　光男

A002100618 鳶若有限会社 茨城県稲敷郡美浦村土屋１９７２ 代表取締役　若泉　進

A002100619 株式会社カワイ 茨城県笠間市矢野下３９９ 代表取締役　川井　栄

A002100620 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

A002100621 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

A002100622 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１３７５－７ 代表取締役　飯島　光典

A002100623 株式会社ヤマシン 茨城県古河市下大野１６４１－１ 代表取締役　島崎　徹

A002100624 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

A002100625 株式会社ゲット 茨城県つくば市花畑２－１２－４ 代表取締役　遠藤　茂

A002100626 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

A002100627 株式会社サンエンジニアリング 茨城県古河市下辺見９７５－２ 代表取締役　山室　和徳 本店 茨城県古河市下辺見９７５－２ 代表取締役　山室　和徳

A002100628 株式会社つくば電気通信 茨城県土浦市東若松町３９８８－３ 代表取締役　植田　利収

A002100629 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

A002100630 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

A002100631 株式会社イチゲ電設 茨城県笠間市鯉淵６７３２番地６ 代表取締役　市毛　優至

A002100632 有限会社高野電気工業 茨城県つくば市上岩崎１１４７ 代表取締役　高野　章

A002100633 株式会社ニュ－ライフ 茨城県龍ケ崎市出し山町１４５ 代表取締役　野村　達夫

A002100634 有限会社栗田開発 茨城県鉾田市樅山５７６－３１ 代表取締役　栗田　良

A002100635 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

A002100636 有限会社軽部建材 茨城県稲敷郡美浦村郷中１９２０ 代表取締役　軽部　晃

A002100637 勝田環境株式会社 茨城県ひたちなか市大字津田２５５４－２ 代表取締役　望月　福男

A002100638 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　長谷川　一昌

A002100639 有限会社栗原商事 茨城県土浦市上高津１６７６－１ 代表取締役　堀口　信明

A002100641 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

A002100642 有限会社ノグチ工業 茨城県稲敷郡阿見町実穀１２８３－１１ 代表取締役　野口　篤

A002100643 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

A002100644 新和アメニティ株式会社 茨城県つくば市大角豆２０１１－７０ 代表取締役　新村　直志

A002100645 環境ウィザード株式会社 茨城県水戸市笠原町１７５３－１ 代表取締役　櫻場　誠二

A002100646 富士協和工業株式会社 茨城県つくば市上広岡３８４－１ 代表取締役　赤津　浩之 本社（本店） 茨城県つくば市上広岡３８４－１ 代表取締役　赤津　浩之

A002100647 有限会社久松設備 茨城県稲敷郡美浦村土浦１５９２ー１ 代表取締役　久松　貴之

A002100648 関東クリーン設備工業株式会社 茨城県水戸市見川４－６８１－５ 代表取締役　池田　勤

A002100649 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

A002100650 株式会社関東総建 茨城県那珂郡東海村石神外宿１４３５－２ 代表取締役　浜野　洋治

A002100651 朝日テック株式会社 茨城県取手市新町１－６－３３ 代表取締役　中西　克己

A002100652 茨城アイホー調理機株式会社 茨城県土浦市大岩田１３２９－５ 代表取締役　大場　伝美

A002100653 株式会社シイナクリーン 茨城県守谷市野木崎１３４９－１ 代表取締役　椎名　誠

A002100654 雅電設株式会社 茨城県土浦市中８３４－３ 代表取締役　塚崎　雅之

A002100655 天海建設株式会社 茨城県稲敷市桑山７３３－１ 代表取締役　木村　幸子

A002100656 株式会社水戸室内 茨城県水戸市酒門町４８７５－２ 代表取締役　関　義則

A002100657 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

A002100658 エヌ・ティ・ティ・エイ・ティ・テクノ・コミュニケーションズ株式会社茨城県水戸市城南２－１－２０ 代表取締役社長　荒川　賢一

A002100660 株式会社東建商 茨城県水戸市平須町１８２８－１０４６ 代表取締役　平山　和明

A002100661 創ビッグ株式会社 茨城県稲敷郡阿見町青宿４１２ー５ 代表取締役　加藤　政義

A002100663 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
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A002100665 カンキ工業有限会社 茨城県稲敷郡美浦村大字興津１０８１－５ 代表取締役　山口　裕由

A002100666 フルヤ緑販株式会社 茨城県古河市東山田４２６０－１ 代表取締役　古谷　孝行

A002100668 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

A002100669 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

A002100670 都和電設工業株式会社 茨城県土浦市藤沢字東原３５６２－８ 代表取締役　栗原　勝枝

A002100671 株式会社イーテック 茨城県土浦市大町１３－１９ 代表取締役　飯島　邦明

A002100672 株式会社拓実 茨城県笠間市旭町５３２－７ 代表取締役　安田　実

A002100673 株式会社竜ケ崎電設 茨城県龍ケ崎市川原代町６３１０ 代表取締役　小林　久王

A002100675 有限会社会沢工業所 茨城県日立市川尻町４－７－６ 代表取締役　会沢　大地

A002100676 株式会社アクアサービス 茨城県土浦市荒川沖６１－７ 代表取締役　石津　光一

A002100677 アサクラスポーツ株式会社 茨城県土浦市木田余東台２－１－１８ 代表取締役　浅倉　澄樹

A002100678 株式会社大介工業 茨城県水戸市鯉淵町４０５７－１ 代表取締役　菅野　大介

A002100680 狩谷電機株式会社 茨城県石岡市国府１－６－２４ 代表取締役　狩谷　康夫

A002100682 株式会社東部架設 茨城県水戸市渡里町３４２ 代表取締役　手塚　矢一

A002100683 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

A002100685 タカラビルメン株式会社 茨城県龍ケ崎市中根台４－１０－１ 代表取締役　中込　太郎

A002100686 小河原セメント工業株式会社 茨城県水戸市笠原町１７８３－１ 代表取締役　小河原　隆次

A002100687 株式会社アイエスケイ 茨城県筑西市中舘２３４８ 代表取締役　榛葉　高夫

A002100688 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

A002100689 株式会社大洋工事 茨城県鹿嶋市大字木滝１１１－１ 代表取締役　大野　愼一

A002100690 株式会社染谷工務店 茨城県常総市水海道淵頭町２９８２ 代表取締役　中山　英俊

A002100691 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

A002100692 株式会社大地 茨城県鹿嶋市宮中５２５９－１ 代表取締役　菅谷　明良

A002100693 株式会社アメニティ・ジャパン 茨城県水戸市白梅一丁目７番１１号 代表取締役　川上　英則

A002100694 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

A002100695 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

A002100696 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

A002100697 株式会社シマムラ工業 茨城県小美玉市羽刈６３１－５ 代表取締役　橋本　陽子

A002100698 株式会社ひかり 茨城県稲敷郡美浦村大字信太２８０１－６ 代表取締役　沼崎　緑

A002100699 水戸屋建設株式会社 茨城県笠間市長兎路７４０ 代表取締役　赤津　良一

A002100701 株式会社アイ・ロード 茨城県水戸市河和田町４３７９－９２ 代表取締役　小又　純

A002100703 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

A002100704 株式会社嶋村 茨城県かすみがうら市深谷６１－７４ 代表取締役　嶋村　和彦

A002100705 いずみや塗巧株式会社 茨城県稲敷市橋向１１３５－４ 代表取締役　鈴木　強

A002100707 向井防水工業株式会社 茨城県牛久市さくら台３－２４－６ 代表取締役　向井　克拓

A002100708 茨城寺岡オートドア株式会社 茨城県水戸市赤塚１－２００５－１１８ 代表取締役　吉田　毅

A002100709 株式会社セプティック 茨城県小美玉市羽刈２１３－１０８ 代表取締役　宇留野　要

A002100710 圏央プラント株式会社 茨城県土浦市乙戸８０１－３ 代表取締役　神山　勉

A002100711 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

A002100712 中村展設株式会社 東京都墨田区両国２－９－８ 代表取締役　中村　順一

A002100713 岡田冷熱機工株式会社 栃木県足利市五十部町９７１ 代表取締役　岡田　欣忠

A002100714 中里建設株式会社 栃木県佐野市栃本町１０５１ 代表取締役　中里　聡

A002100715 株式会社スポーツ建設 東京都板橋区南常盤台１－２２－７ 代表取締役　太田　栄喜

A002100716 株式会社三英 千葉県流山市おおたかの森北１ー８ー６ 代表取締役　三浦　慎

A002100717 和宏体育施設株式会社 東京都世田谷区駒沢３－１９－１８ 代表取締役　吉木　伸彦

A002100719 フジテコム株式会社 東京都千代田区神田佐久間町２－２０ 代表取締役　森山　慎一

A002100720 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

A002100721 クレハ設備株式会社 福島県いわき市錦町作鞍１４０ 取締役社長　田口　良秋

A002100722 株式会社ＮＮＣエンジニアリング 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 代表取締役　中島　直人 南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９－２ 支社長　阿部　勝

A002100723 株式会社ＮＴＴ東日本ー南関東 東京都港区西新橋３－２２－８ 代表取締役　熊谷　敏昌

A002100724 環境システム株式会社 群馬県前橋市荻窪町７８５－６ 代表取締役　吉澤　力

A002100727 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　古谷　政信

A002100728 株式会社泰明商会 東京都中央区銀座２－８－４ 代表取締役　村越　克也

A002100730 富士工業株式会社 東京都板橋区若木１－２６－１３ 代表取締役　大沢　創一

A002100731 新栄工業株式会社 東京都町田市南町田１－２－４１ 代表取締役　橋本　一行

A002100732 株式会社地質基礎 福島県いわき市常磐水野谷町亀ノ尾１７１ 代表取締役　平山　清重

A002100735 三辰精工株式会社 東京都江戸川区船堀４－１２－１０ 代表取締役　本間　雅剛
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A002100736 株式会社高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央２－４８－５ 代表取締役社長　高見澤　和夫

A002100737 有限会社進和 埼玉県所沢市下富１２８８－１ 代表取締役　坪田　泉

A002100738 ホシザキ北関東株式会社 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３６ 代表取締役　遠藤　厚

A002100739 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

A002100740 スポーツ施設株式会社 東京都板橋区南常盤台１－３５－１ 代表取締役　太田　豊

A002100744 石川建設株式会社 群馬県太田市浜町１０－３３ 代表取締役　石川　雅之 栃木支店 栃木県足利市本城３－２０２３－３１ 支店長　稲垣　透

A002100745 日立パブリックサービス株式会社 東京都千代田区外神田一丁目５番１号住友不動産秋葉原ファーストビル２３階 代表取締役　松本　哲

A002100746 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区飯田橋３－１０－１０ 代表取締役　高橋　誠 大手町営業所 東京都千代田区大手町１－８－１ 部長　浪岡　智朗

A002100747 東京システム特機株式会社 東京都千代田区飯田橋４－５－１１ 代表取締役　吉田　光男

A002100748 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

A002100749 佐藤土木株式会社 茨城県土浦市都和１－１－１１ 代表取締役　佐藤　和浩

A002100750 株式会社テックフィールド 茨城県つくば市市之台８２－２ 代表取締役　南場　浩二郎

A002100751 常愛建設協同組合 茨城県常総市新井木町－５ 代表理事　飯村　竹男

A002100752 株式会社染めＱテクノロジィ 茨城県猿島郡五霞町元栗橋５９７１－３１ 代表取締役　菱木　貞夫

A002100753 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

A002100754 株式会社フレッシュアップ 東京都足立区千住大川町６－１－１０５ 代表取締役　齋藤　勝夫 いわき営業所 福島県いわき市平上荒川字桜町１０－４ 所長　山口　敏一

A002100756 テルウェル東日本株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目１４番９号 代表取締役社長　谷　誠

A002100758 株式会社日創工業 茨城県水戸市西原１－７－１８ 代表取締役　藤田　精治

A002100760 株式会社藤田建装 東京都台東区西浅草１－７－４ 代表取締役　藤田　一之

A002100761 株式会社ピーシーテレコム 埼玉県さいたま市中央区八王子２－２－１６ 代表取締役　小川　幸夫

A002100762 周作工業 茨城県水戸市見川町２１３１－１２８８ 代表　根本　周作

A002100763 ショーボンド建設株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町７－８ 代表取締役　岸本　達也 千葉支店 千葉県千葉市中央区弁天１－２９－１１ 支店長　中上　賢

A002100764 佐藤厨房株式会社 茨城県ひたちなか市中根３３１５－３ 代表取締役　佐藤　恵介

A002100765 株式会社オカベ 茨城県日立市多賀町２－１０－７ 代表取締役　岡部　英明

A002100766 大成設備株式会社 東京都新宿区西新宿２－６－１ 代表取締役　田行　啓一

A002100767 東洋ケミカルエンジニアリング株式会社東京都港区六本木３－１８－１２ 代表取締役　佐々木　勝彦 水戸営業所 茨城県水戸市白梅２－９－１４ 所長　深谷　崇

A002100768 宇野重工株式会社 三重県松阪市大津町１６０７－１ 代表取締役　宇野　雄介 東京支店 東京都港区浜松町２－２－３ 支店長　植田　茂樹

A002100769 大成温調株式会社 東京都品川区大井１－４９－１０ 代表取締役社長　水谷　憲一 茨城営業所 茨城県つくば市大角豆２０１２－３８１ 所長　佐川　秀信

A002100770 東鉄工業株式会社 東京都新宿区信濃町３４ 代表取締役　前川　忠生 水戸支店 茨城県水戸市宮町２－７－７ 執行役員支店長　坂下　修

A002100771 株式会社淺川組 和歌山県和歌山市小松原通３－６９ 取締役社長　西口　伸 茨城営業所 茨城県鹿嶋市平井２１５３番地 営業所長　近藤　博信

A002100772 株式会社竹中土木 東京都江東区新砂１－１－１ 取締役社長　竹中　祥悟 東京本店 東京都江東区新砂１―３―３ 常務執行役員本店　小幡　伊三美

A002100773 ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚１－５０－１ 代表取締役　吉田　浩 つくば営業所 茨城県つくば市竹園２－２－４　第２・ＩＳＳＥＩビル 所長　八尾　慶太

A002100774 東邦電気工業株式会社 東京都渋谷区恵比寿１－１９－２３ 代表取締役社長　伊東　周二

A002100775 株式会社タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町２－２－３３ 代表取締役社長　南條　博昭 東京支社 東京都港区芝浦３－９－１ 支社長　丸田　元太

A002100776 クボタ環境エンジニアリング株式会社 東京都中央区京橋２－１－３ 代表取締役　中河　浩一

A002100777 日本基礎技術株式会社 大阪府大阪市北区天満１－９－１４ 代表取締役　中原　巖 北関東営業所 群馬県前橋市高井町１－１４－１７ 所長　岡野　泰久

A002100778 日工マシナリー株式会社 千葉県野田市上三ヶ尾２５９ 代表取締役　片岡　昭生

A002100779 北海電気工事株式会社 北海道札幌市白石区菊水二条１－８－２１ 取締役社長　阿部　幹司

A002100780 明協電機株式会社 東京都港区芝大門２－５－８ 代表取締役　藤山　勝 北関東営業所 栃木県小山市城北２－３－１０ 所長　中野　浩

A002100781 文化シヤッターサービス株式会社 東京都豊島区西巣鴨４－１４－５ 代表取締役　中島　省吾 関越サービス支店 栃木県宇都宮市下栗町２９５１－８ 支店長　戸村　徳男

A002100782 日水産業株式会社 神奈川県横浜市港南区港南台３－４－４６ 代表取締役　黒田　和久 関東事業所 埼玉県桶川市川田谷３８１２ 所長　黒田　哲也

A002100783 シカデン株式会社 東京都千代田区神田須田町２－７－３ 代表取締役社長　石沢　英治

A002100784 株式会社トラバース 千葉県市川市末広２－４－１０ 代表取締役　佐藤　克彦 つくば営業所 茨城県土浦市乙戸南３－１０－２３ 営業課長　坂本　孝夫

A002100785 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 代表取締役　山村　健一郎

A002100786 コウフフィールド株式会社 福岡県福岡市博多区東那珂２－１９－２５ 代表取締役　加治木　英隆 東京支店 東京都荒川区西尾５丁目７ー２５ 支店長　松尾　一成

A002100787 株式会社カワサキ電通 東京都杉並区下高井戸２－２６－２ 代表取締役　川崎　青志

A002100788 株式会社金剛組 大阪府大阪市天王寺区四天王寺１－１４－２９ 代表取締役　多田　俊彦

A002100789 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田１－４－５ 代表取締役　高橋　久治

A002100790 広洋産業株式会社 東京都豊島区南大塚３－３０－３南大塚アロービル２Ｆ 代表取締役　中村　洋祐

A002100791 株式会社横島エンジニアリング 茨城県常総市岡田３５５ 代表取締役　猪狩　友己

A002100792 サンヨーリアルティ株式会社 茨城県牛久市中央５－２１－６ 代表取締役　山川　洋

A002100793 株式会社エフォート 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目２９－７ 代表取締役　富澤　啓介

A002100794 エコサイクル株式会社 東京都中央区日本橋浜町２－２８－１日本橋・浜町ビル 代表取締役　シュリハリ　チャンドラガトギ

A002100795 株式会社石島建設 茨城県結城市中央町１－１７－１ 代表取締役　石嶋　尚

A002100796 株式会社進藤電機 秋田県大仙市土川字半道寺西野８ 代表取締役　進藤　隆 関東営業所 埼玉県上尾市地頭方字天神谷４４９－３ 所長　秋山　隆彦

A002100797 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

A002100798 株式会社電気管理協会 茨城県水戸市元石川町８２２－１ 代表取締役　小林　慎之介
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A002100799 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　橋本　正明

A002100800 ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２ 代表取締役　深澤　重幸

A002100801 株式会社ＹＤＫテクノロジーズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２３－１３ 代表取締役社長　大竹　眞

A002100802 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１ 代表取締役　森田　隆之 茨城支店 茨城県水戸市宮町１－２－４ 茨城支店長　小西　崇司

A002100803 吉田建設株式会社 茨城県稲敷市江戸崎甲３０８５ 代表取締役　吉田　いな子

A002100804 水戸土建工業株式会社 茨城県水戸市袴塚３－１０－４１ 代表取締役　荒川　繁美

A002100805 飯岡建設株式会社 茨城県つくば市東岡５３６－１ 代表取締役　飯岡　美智代

A002100806 塙建設工業株式会社 茨城県水戸市松が丘１－３－５ 代表取締役　塙　富美子

A002100807 株式会社市原工業 茨城県つくば市泊崎１７２－１ 代表取締役　市原　裕一郎

A002100808 東邦厨房株式会社 茨城県水戸市住吉町２０４－６ 代表取締役　上崎　明彦

A002100809 株式会社桜井建材コーポレーション 茨城県龍ケ崎市大徳町１２９９－２ 代表取締役　櫻井　隆

A002100810 飯塚建設株式会社 茨城県稲敷市市崎１３３６－２ 代表取締役　飯塚　明夫

A002100811 茨城公営企業株式会社 茨城県水戸市河和田町４３７７－９５ 代表取締役　和田　弘

A002100812 勝田建工株式会社 茨城県土浦市中央１－７－２ 代表取締役　柴さき　学

A002100813 鬼澤建設株式会社 茨城県行方市新宮４７１－１ 代表取締役　鬼澤　明

A002100814 株式会社須藤電気商会 茨城県土浦市東崎町２－１８ 代表取締役　須藤　大輔

A002100815 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

A002100816 茨城ライン株式会社 茨城県日立市砂沢町１０６５－８ 代表取締役　吉田　賢司

A002100817 東伸工業株式会社 茨城県稲敷市橋向１１３５－４ 代表取締役　村松　卓

A002100818 株式会社鹿島商会 茨城県鹿嶋市宮中２５７ 代表取締役　遠藤　功

A002100819 福井建設株式会社 茨城県石岡市茨城３－１７－４ 代表取締役　笠川　忠二

A002100820 株式会社木村電設 茨城県つくば市細見９５７－１ 代表取締役　木村　好子

A002100821 和友工業株式会社 茨城県取手市青柳７０７－３ 代表取締役　武田　清宏

A002100822 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

A002100823 海東建設株式会社 茨城県東茨城郡茨城町大字下石崎１６１８ 代表取締役　海東　剛

A002100824 東亜工業株式会社 茨城県つくば市沼田９９８ 代表取締役　池田　一郎

A002100825 オオシン株式会社 茨城県守谷市御所ケ丘２－１３－４ 代表取締役　林　庸夫

A002100826 株式会社ミヤザキ 茨城県鹿嶋市大字中２６８８－４０ 代表取締役　宮崎　祐一

A002100827 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

A002100828 有限会社　古河電設 茨城県稲敷郡河内町古河林６４５ 代表取締役　杉山　晃規

A002100829 常栄エンジニアリング株式会社 茨城県つくばみらい市田村４５０ 代表取締役　堤　孝夫

A002100830 株式会社チクセイ２１ 茨城県桜川市真壁町桜井３０７－１ 代表取締役　竹垣　直子

A002100831 株式会社建翔 茨城県つくば市沼田９９８ 代表取締役　中沢　正之

A002100832 有限会社グローライズ 茨城県ひたちなか市足崎１４００－５０ 代表取締役　小川　直

A002100833 株式会社堀口電設 茨城県ひたちなか市大字中根４９２９－６ 代表取締役　堀口　和彦

A002100834 株式会社篠田総建 茨城県水戸市見川町１８２２－８ 代表取締役　篠田　優

A002100835 セルヴィス 茨城県常総市杉山５５６－１ 取締役　小堀　保幸

A002100836 株式会社孝建 茨城県石岡市真家５３３－２ 代表取締役　長谷川　孝夫

A002100837 株式会社アディス 茨城県取手市宮和田９８５－３９ 代表取締役　北嶋　道代

A002100838 株式会社エス・ティー・エム 茨城県神栖市石神４３４－１ 代表取締役　高橋　秀和

A002100839 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 代表取締役　市山　勉

A002100840 株式会社小林鑿泉工業所 栃木県小山市大字寒川１７１５ 代表取締役　小林　匡

A002100841 阿部建設株式会社 千葉県旭市ニの５２８ 代表取締役　阿部　典義

A002100842 株式会社フジピットサービス 群馬県前橋市駒形町５９３－６３ 代表取締役　齋藤　昌幸

A002100843 トースイ株式会社 東京都千代田区平河町１－７－７ 代表取締役　柴田　達夫

A002100844 株式会社三建 東京都練馬区田柄２－４９－１０ 代表取締役　太田　茂子

A002100845 株式会社ネクセライズ 東京都江東区東陽３－７－１３ 代表取締役　西山　和幸

A002100846 株式会社日本スポーツ総業 東京都板橋区南常盤台１－１８－１ 代表取締役　中川　幸男

A002100847 キハラ株式会社 東京都千代田区神田駿河台３－５ 代表取締役　木原　一雄
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