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番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

1 4000000057 298 旭建設（株） 黒木　繁人 日向市向江町１－２００ 市内 土木工事 A

2 4000000294 337 （株）内山建設 内山　雅仁 日向市大字財光寺１３６０－１ 市内 土木工事 A

3 4000000147 414 （株）三矢建設 三樹　千博 日向市永江町１－４８ 市内 土木工事 A

4 4000000001 1 宮前建設（株） 宮前　隆之 日向市大字日知屋１６７５１番地 市内 土木工事 A

5 4000000623 540 あさひ産業（株） 西村　賢一 日向市大字日知屋１５８３７番地 市内 土木工事 A

6 4000000641 140 （株）五幸建設 河野　裕介 日向市大字日知屋４７２６－１０ 市内 土木工事 A

7 4000000127 202 木倉建設（株） 黒木　嘉郎 日向市大字日知屋１６７４７ 市内 土木工事 A

8 4000000006 553 （株）カトウ 加藤　好 日向市大字富高３０１－１ 市内 土木工事 A

9 4000001640 400 （有）菊池建設 菊池　幹男 日向市東郷町山陰丙１７７５番地３ 市内 土木工事 A

10 4000000065 249 （株）光技術開発 黒木　俊光 日向市永江町２－１４７－５ 市内 土木工事 A

11 4000000060 311 甲勝建設（株） 甲斐　英伸 日向市原町１丁目８９番地 市内 土木工事 A

12 4000000033 403 （株）髙野建設 髙野　幸紘 日向市鶴町３－９７－１ 市内 土木工事 A

13 4000000231 487 （有）八千代建設 黒木　克臣 日向市曽根町４－７９－３ 市内 土木工事 A

14 4000000640 274 （株）三郎建設 黒木　三郎 日向市東郷町山陰丙１４７９－７ 市内 土木工事 A

15 4000000598 189 宗建設（株） 安田　宗信 日向市都町１４－１６ 市内 土木工事 A

16 4000000003 146 高蔵土木（有） 金丸　敏子 日向市大王町１－１１６ 市内 土木工事 A

17 4000001118 509 （株）寺原建設 寺原　忠男 日向市東郷町山陰辛４５１ 市内 土木工事 A

18 4000000384 358 （株）黒高組 黒木　耕作 日向市大字日知屋１３１７０ 市内 土木工事 A

19 4000000028 542 栄建設（株） 西村　一女子 日向市大字日知屋１２００２ 市内 土木工事 A

20 4000000090 526 黒木建設（株） 黒木　教明 日向市永江町２－１０８ 市内 土木工事 A

21 4000000990 194 （有）南九建設 黒田　静夫 日向市東郷町山陰己６５５ 市内 土木工事 A

22 4000000666 87 （有）髙山産業開発 髙山　修 日向市東郷町八重原迫野内８１９ 市内 土木工事 A

23 4000000321 467 （資）七組 岩本　健司 日向市大字日知屋字塩田１６１９８ 市内 土木工事 A

24 4000000119 186 旭開発（株） 黒木　豊幸 日向市向江町１－２００ 市内 土木工事 A

25 4000000037 429 （有）松村興業 松村　泰弘 日向市大字財光寺２７６１番地７６ 市内 土木工事 B

26 4000001101 273 （有）東耀開発 根本　芳孝 日向市東郷町山陰己１０７０－１ 市内 土木工事 B

27 4000000296 433 海野建設（株） 海野　洋光 日向市東郷町山陰丙５８２－１ 市内 土木工事 B

28 4000000307 236 坂本建設（株） 坂本　淳一 日向市原町４丁目２番１５号 市内 土木工事 B

29 4000000153 428 （有）後藤建設 後藤　國夫 日向市大字財光寺７２８６番地１ 市内 土木工事 B

30 4000000226 97 （有）塩見工務店 塩見　浩一 日向市大字日知屋１５７８７－２８ 市内 土木工事 B

31 4000000309 513 （株）旭道路 木下　隆寛 日向市大字日知屋３３８０－５９ 市内 土木工事 B

32 4000000164 375 （有）日吉産業 本田　房穂 日向市大字財光寺２７９５ 市内 土木工事 B

33 4000000045 222 （株）丸芳 江藤　俊樹 日向市大字日知屋１４６９９－１０ 市内 土木工事 B

34 4000000149 329 （株）成合建設 成合　徹 日向市向江町１－３４ 市内 土木工事 B

35 4000000236 262 塩見産業（有） 細川　照男 日向市大字塩見４５５８ 市内 土木工事 B

36 4000000405 17 遠山建設（有） 遠山　勝 日向市大字財光寺３０７２－２ 市内 土木工事 B

37 4000000110 534 （有）和甲建設 甲斐　守 日向市大字日知屋１６１９３番地 市内 土木工事 B

38 4000000361 536 （株）コクド 西村　直也 日向市大字日知屋１５８３７－５ 市内 土木工事 B

39 4000000015 512 （有）堀谷組 堀谷　一弘 日向市大字財光寺５２７５－１ 市内 土木工事 B

40 4000000298 504 高千穂グリーン（株） 黒木　絹子 日向市大字日知屋６８２－２００ 市内 土木工事 B

41 4000000617 517 （有）サンアイ 金丸　喜輝 日向市大字日知屋１７３０９番地 市内 土木工事 B
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42 4000000008 324 （有）松葉建設 松葉　正登 日向市大字平岩１２３５９ 市内 土木工事 B

43 4000000683 623 （有）北部開発 前田　政照 日向市大字富高６５５番地１ 市内 土木工事 B

44 4000000387 377 （有）赤木建設 細川　隆男 日向市大字財光寺１１７２－２ 市内 土木工事 B

45 4000000523 555 丸邦産業（株） 奈須　邦男 日向市大字富高２８９－２ 市内 土木工事 C

46 4000000638 283 （株）ソーテック 村岡　孝三 日向市大字塩見１５２４５番地 市内 土木工事 C

47 4000000183 629 （有）橋組 橋口　幸保 日向市亀崎１－９０ 市内 土木工事 C

48 4000000518 463 （有）林田建設 林田　晃幸 日向市大字財光寺２９２－１ 市内 土木工事 C

49 4000000400 326 （有）クリーン日向 鈴木　正一郎 日向市大字富高字荒平５９６１－１ 市内 土木工事 C

50 4000000515 51 （株）創英開発 黒木　英博 日向市大字日知屋１３１６０ 市内 土木工事 C

51 4000000327 55 （有）黒木造園 黒木　映弘 日向市不動寺５６ 市内 土木工事 C

52 4000001337 291 坂本開発（株） 坂本　善行 日向市大字日知屋１３６６－６ 市内 土木工事 C

53 4000000275 277 （有）平組 甲斐　武 日向市大字日知屋２３０４－３ 市内 土木工事 C

54 4000001529 191 司建設（有） 河野　秀人 日向市大字平岩１０７８２－２ 市内 土木工事 C

55 4000000160 501 富高水道工務店 安部　功二郎 日向市大字財光寺４８６３－３０ 市内 土木工事 C

56 4000000686 200 （有）ニシキ建設 甲斐　錦司 日向市大字財光寺１７０５－１ 市内 土木工事 C

57 4000000468 494 （株）日向椰子園 日高　敏雄 日向市梶木町２丁目９３番地２ 市内 土木工事 C

58 4000000155 461 （有）昭建設 後藤　昭三郎 日向市大字日知屋１６３２５－１ 市内 土木工事 C

59 4000000459 495 （有）別府金物店 別府　嘉郎 日向市大字日知屋７６２４－１ 市内 土木工事 C

60 4000000371 532 （株）やまかわ興産 河野　利久 日向市大字細島６６７－１２ 市内 土木工事 C

61 4000001504 584 小田工業 小田　弘一 日向市大字財光寺１７６１－１３ 市内 土木工事 C

62 4000000496 599 （有）富建設 林田　英和 日向市亀崎東１－６５ 市内 土木工事 C

63 4000000727 539 太陽建設（株） 西村　忠信 日向市東郷町山陰乙３４－１０ 市内 土木工事 C

64 4000000900 86 （有）栄幸産業 一政　敏春 日向市永江町１丁目１８番地 市内 土木工事 C

65 4000000201 525 津島建設 津島　慶子 日向市大字富高５９７９－１ 市内 土木工事 C

66 4000001376 164 （有）シュウワ 元長　秀夫 日向市平野町２－２５ 市内 土木工事 C

67 4000002202 320 吉野建設（株） 吉野　幸弘 日向市亀崎東４－８－４ 市内 土木工事 C

68 4000000242 491 杉本建設（株） 杉本　雅昭 日向市向江町２－４１ 市内 土木工事 D

69 4000000388 342 （株）日備 山村　健司 日向市永江町２丁目５８番地 市内 土木工事 D

70 4000000112 318 （株）甲斐設備工業 甲斐　聖三 日向市大字財光寺４０５ 市内 土木工事 D

71 4000000237 432 （株）ビスイ 矢野　美治 日向市北町２－４５ 市内 土木工事 D

72 4000000301 507 （株）コダマ設備工業 児玉　義男 日向市大字財光寺２７９－２ 市内 土木工事 D

73 4000000010 338 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 土木工事 D

74 4000000743 103 （有）サンライン日向 直野　市松 日向市亀崎東１－８７ 市内 土木工事 D

75 4000000417 237 （株）協栄 奈須　勝彦 日向市浜町３－１０８ 市内 土木工事 D

76 4000000277 368 （有）草寿園 峰田　健次 日向市大字財光寺３５２９－４８ 市内 土木工事 D

77 4000000386 401 綟川建設（株） 綟川　公徳 日向市大字財光寺１６９７－１ 市内 土木工事 D

78 4000000011 339 アイワ（株） 春山　晃久 日向市原町１－８４ 市内 土木工事 D

79 4000000359 527 （有）小泉管工事工務店 小泉　應和 日向市梶木町２丁目３２番地 市内 土木工事 D

80 4000000426 617 （株）細川建設 細川　義光 日向市大字塩見４４５７ 市内 土木工事 D

81 4000000471 114 （株）伊東冷熱工業 伊東　貞輔 日向市永江町３－５５ 市内 土木工事 D

82 4000002474 371 甲斐産業（株） 椎葉　泉 日向市曽根町2丁目11番地 市内 土木工事 D
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83 4000001612 91 （有）ブリューエント 徳永　道春 日向市伊勢ヶ浜９３－３ 市内 土木工事 D

84 4000000446 521 （有）コニシ建設工業 小西　俊雄 日向市大字日知屋８０９７－２５ 市内 土木工事 D

85 4000002188 327 カシマ 甲斐　希貴 日向市大字日知屋古田町３３ 市内 土木工事 D

86 4000000170 408 （名）光山組 光山　博丘 日向市大字塩見１６２２ 市内 土木工事 D

87 4000000121 489 （有）マルゲン 細川　猛男 日向市大字塩見６５７４ 市内 土木工事 D

88 4000000258 187 細島水道設備 寺原　義明 日向市平野町１－２７ 市内 土木工事 D

89 4000000477 356 （株）藤建設 藤田　勇二 日向市大字日知屋１５８２７－４ 市内 土木工事 D

90 4000000259 88 （株）木田工業 木田　徳夫 日向市大字日知屋17062-37 市内 土木工事 D

91 4000000524 603 松葉土建 松葉　初義 日向市大字財光寺１４６－１１ 市内 土木工事 D

92 4000001114 598 児玉建設工業 児玉　洋人 日向市大字平岩１０５６ 市内 土木工事 D

93 4000000494 625 戸高産業 戸高　利勝 日向市大字塩見１０８０－３ 市内 土木工事 D

94 4000001532 484 東武開発 小野　武士 日向市大字平岩１０７９０－１ー６１１ 市内 土木工事 D

95 4000001539 545 薄田工業 薄田　和繁 日向市大字日知屋１５８５９－１ 市内 土木工事 D

96 4000002080 554 日水設備（株） 加藤　恭子 日向市大字塩見字新道ヶ下１０７８８番地 市内 土木工事 D

97 4000000379 516 日向グリーン 加藤　信一 日向市亀崎西１－６０ 市内 土木工事 D

98 4000002298 510 黒木工業（有） 黒木　浩二 日向市美々津町３６７８番地 市内 土木工事 D

99 4000002082 655 (有)ひむかＴＥＣ 志賀　栄一 日向市北町２丁目８７番地 市内 土木工事 D

100 4000002084 581 公和建設 那須　公明 日向市高砂町１０３ 市内 土木工事 D

101 4000000513 522 （株）ヨシミ 徳永　勝機 日向市大字日知屋１７３２５ 市内 土木工事 D

102 4000002248 614 辻左建 辻　敦史 日向市浜町３－６８ 市内 土木工事 D

103 4000000984 241 日向地区建設事業協同組合 河内　政男 日向市南町２－２９ 市内 土木工事 D

104 4000002023 660 （有）平成建設 黒木　明則 日向市大字塩見５７７９－３ 市内 土木工事 D

105 4000000224 448 長堀造園 長堀　恵太郎 日向市大字財光寺１７９９－３ 市内 土木工事 D

106 4000000331 528 （有）山松開発 河野　マキ子 日向市春原町１－８２－２ 市内 土木工事 D

107 4000000054 440 （株）日向グリーンベルト 尾上　善右衛門 日向市大字財光寺３４４５番地 市内 土木工事 D

108 4000002020 161 （有）大志産業 小林　諸苗 日向市迎洋園２－８１ 市内 土木工事 D

109 4000002179 325 （有）Ｍ．Ｋ 黒木　正喜 日向市大字日知屋１５３１４－１ 市内 土木工事 D

110 4000000278 588 （有）日向庭園管理センター 鈴木　孝雄 日向市大字富高７２２ 市内 土木工事 D

111 4000000652 547 （有）大宝建設 児玉　孝義 日向市中堀町３－１３７－２ 市内 土木工事 D

112 4000000167 239 （株）ＮＩＰＰＯ 水島　和紀 東京都中央区京橋１－１９－１１ 準市内 土木工事 A

113 4000000035 464 日本道路（株） 山口　宣男 東京都港区新橋１－６－５ 準市内 土木工事 A

114 4000000306 364 （株）坂下組 坂下　利博 小林市細野３９１－１ 準市内 土木工事 A

115 4000002246 173 (株)志多組 志多　宏彦 宮崎市高千穂通１－４－３０ 準市内 土木工事 A

116 4000000122 357 吉原建設（株） 岩元　光男 都城市中原町３２－１ 準市内 土木工事 A

117 4000000504 147 大和開発（株） 境　一成 宮崎市高洲町２３５－３ 準市内 土木工事 A

118 4000000343 52 （株）山崎産業 山崎　司 延岡市貝の畑町２９０３ 準市内 土木工事 A

119 4000000174 203 日新興業（株） 河野　孝夫 延岡市本小路７４ 準市内 土木工事 A

120 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 土木工事 A

121 4000000380 316 （株）矢野興業 矢野　文昭 宮崎市橘通西５－１－２３ 準市内 土木工事 A

122 4000002117 407 第一建設（株） 橋邉　正之 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田６６２－５ 準市内 土木工事 A

123 4000001329 437 豊松建設（株） 松下　征雄 延岡市大武町1323番地 準市内 土木工事 A
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124 4000000114 446 （株）ニチボー 山岡　正基 福岡市博多区板付４－７－２８ 準市内 土木工事 A

125 4000000319 59 三桜電気工業（株） 大野　拓朗 宮崎市大字小松字下川原１１５８番地の１１ 準市内 土木工事 A

126 4000001496 188 （株）旭友 井ノ上　修二 宮崎市大字本郷北方字境田３０４１番地１ 準市内 土木工事 B

127 4000000969 535 （有）クリエイト 鈴木　哲夫 延岡市鯛名町９１０－７ 準市内 土木工事 B

128 4000002092 492 （株）九州防災工業 松本　務 宮崎市大工２－１４２ 準市内 土木工事 C

129 4000000332 520 （株）イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下３１００－１ 準市内 土木工事 D

130 4000002476 646 セイユウ設備 河野　哲也 宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末9132番地 準市内 土木工事 D

131 4000002039 426 大淀開発（株） 堀之内　芳久 都城市上長飯町５４２７番地１ 市外 土木工事 A

132 4000000081 152 上田工業（株） 森　龍彦 延岡市古城町５－４６ 市外 土木工事 A

133 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 土木工事 A

134 4000000437 300 （株）長谷川組 長谷川　明正 東臼杵郡門川町中須４－１７ 市外 土木工事 A

135 4000000376 560 湯川建設（株） 湯川　鶴三 延岡市昭和町３－２０１４ 市外 土木工事 A

136 4000000452 638 （株）増田工務店 増田　秀文 高鍋町大字北高鍋４７５０ 市外 土木工事 A

137 4000000981 380 （株）松本組 成田　豊盛 宮崎市橘通東２－７－８ 市外 土木工事 A

138 4000000692 73 （株）桜木組 櫻木　博巳 都城市高城町桜木１６９３－２ 市外 土木工事 A

139 4000000053 435 （株）松澤組 松澤　衛 東臼杵郡門川町上町４－３３ 市外 土木工事 A

140 4000002469 562 九州建設工業（株） 山下　寛治 宮崎市天満2丁目6番13号 市外 土木工事 A

141 4000000073 67 松本建設（株） 松本　純明 宮崎市清水１－９－２４ 市外 土木工事 A

142 4000000654 158 八作建設（株） 柳田　康幸 延岡市三須町１３５５ 市外 土木工事 A

143 4000000418 15 （株）河北 河野　宏介 都農町大字川北４８８４ 市外 土木工事 A

144 4000000346 335 （株）児玉組 児玉　格 東臼杵郡門川町上町４－１１ 市外 土木工事 A

145 4000000088 373 ( 株) 伊東建設 伊東　宏祐 延岡市無鹿町１－２２４８ 市外 土木工事 A

146 4000002238 381 (株)ダイニチ開発 川越　昌廣 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－９１８ 市外 土木工事 A

147 4000001063 610 川口建設（株） 土居　洋祐 延岡市長浜町１－１７９６ 市外 土木工事 A

148 4000002129 307 森都工業（株） 井上　和俊 宮崎市宮崎駅東二丁目４番地１３ 市外 土木工事 B

149 4000002468 559 パシフィック建設（株） 谷　年雄 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋4486番地 市外 土木工事 B

150 4000000276 369 南日本興業（株） 今田　英勝 宮崎市生目台西３－８－１ 市外 土木工事 B

151 4000000664 314 （株）長由開発 井野内　靖 門川町中須４－１４ 市外 土木工事 B

152 4000002336 77 （有）桜建 櫻木　博文 宮崎市高岡町飯田３８６番地 市外 土木工事 B

153 4000000667 585 大洋建設（株） 甲斐　文男 延岡市野地町４－３５２８－１ 市外 土木工事 B

154 4000000240 382 （株）九州ジスコン 田口　幸登 宮崎市生目台西３－８－２ 市外 土木工事 B

155 4000002088 611 （株）興洋 土居　洋祐 宮崎県延岡市長浜町１－１７９５ 市外 土木工事 B

156 4000001099 538 丸和建設（株） 川田　利郎 東臼杵郡門川町大字門川尾末８４２－５ 市外 土木工事 B

157 4000000568 402 （株）米澤土木 米澤　弘行 門川町大字庵川３２５６ 市外 土木工事 B

158 4000000576 344 （有）アクティブ 中村　弘美 宮崎市月見ヶ丘４－１４－５ 市外 土木工事 B

159 4000002338 372 （株）日徳産業 奈須　昭次 延岡市本小路７４ 市外 土木工事 B

160 4000000745 374 協和工業（株） 増田　哲 児湯郡高鍋町大字持田６２９３－３ 市外 土木工事 B

161 4000001773 609 三井工業（株） 坂本　聡 延岡市大武町７７９－８ 市外 土木工事 B

162 4000002311 302 日本ピー・シー・テー建設（株） 大神　英次郎 延岡市大武町７８７番地１ 市外 土木工事 B

163 4000002308 208 岩切商事（株） 伊地知　和憲 宮崎市高千穂通１－７－２４ 市外 土木工事 C

164 4000002124 469 （株）小田工業 小田　茂行 延岡市浜町４７２４番地６９ 市外 土木工事 C
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165 4000001863 108 (有)ホキタ産業 橋口　一彦 東臼杵郡美郷町西郷区田代９０５６番地１ 市外 土木工事 C

166 4000001617 575 （株）マスジュウ 増田　十郎 宮崎市下北方町野田５９０－１ 市外 土木工事 C

167 4000000077 263 （株）宮防 村社　勝 宮崎市大字田吉１８８６番地 市外 土木工事 C

168 4000002220 370 宮崎ニチレキ(株) 宇都　清久 宮崎市佐土原町下那珂７３７３－１ 市外 土木工事 C

169 4000002217 478 大淀造園(株) 横山　数美 宮崎県宮崎市恒久３丁目２７の１ 市外 土木工事 C

170 4000000753 245 （株）中野管理 泉　ヨシ子 宮崎市吉村町江田原甲２２０－３ 市外 土木工事 C

171 4000001761 319 （有）Ｉ・Ｃ・Ｍコーポレーション 増田　哲男 宮崎市佐土原町下田島２０１１３－１９ 市外 土木工事 C

172 4000001990 653 （株）環境未来恒産 石川　武則 宮崎市日ノ出町２２６番地 市外 土木工事 C

173 4000002226 394 (株)トーア 渡瀬　登 宮崎県都城市早水町４５００番地 市外 土木工事 C

174 4000001098 90 （株）暁建業 荒武　俊太郎 都城市大岩田町5377番地2 市外 土木工事 C

175 4000002456 261 （株）アメックス 上山　泰寛 宮崎市江平東町10-6 市外 土木工事 C

176 4000002343 248 （有）テックインファスナー 吉田　勝 延岡市古城町５－１８８ 市外 土木工事 C

177 4000000203 322 江坂設備工業（株） 長倉　康治 宮崎市橘通西５－２－３３ 市外 土木工事 D

178 4000002134 244 神崎建設工業（株） 神崎　義世 宮崎市稗原町６３番地１ 市外 土木工事 D

179 4000000449 387 （株）明光社 山下　幸春 宮崎市江平中町７－１０ 市外 土木工事 D

180 4000000017 621 清本鉄工（株） 清本　英男 延岡市土々呂町６－１６３３ 市外 土木工事 D

181 4000001209 580 野田建設（株） 野田　一孝 宮崎市大塚町竹下５３２－１５ 市外 土木工事 D

182 4000000129 308 山王道路機工（株） 山内　繁樹 宮崎市下北方町台木７３５－１ 市外 土木工事 D

183 4000001639 214 （株）コム光成 串間　賢治 宮崎市太田１丁目３番３２号 市外 土木工事 D

184 4000000373 627 宮崎ライン工業（株） 首藤　健夫 宮崎市希望ケ丘３－３２－１１ 市外 土木工事 D

185 4000001341 2 （株）アサヒコア 畑　雄二 宮崎市大字小松９９４－２ 市外 土木工事 D

186 4000000483 317 （有）旭空調設備メンテナンス 山崎　曠 宮崎市大字芳士１９８７ 市外 土木工事 D

187 4000001984 292 向陽化工（株） 北林　茂 延岡市大武町３９番地１０５ 市外 土木工事 D

188 4000001956 568 （株）内田工業 小田　賢一 宮崎市大工３丁目２７８番地１ 市外 土木工事 D

189 4000000383 181 （株）宮栄電設 甲斐　孝則 宮崎市大字島之内９７２８－７ 市外 土木工事 D

190 4000002177 101 （株）霧島ロード 時任　市雄 宮崎市大字本郷南方４３１６番地１０ 市外 土木工事 D

191 4000002197 343 (株)南日本環境センター 安在　哲幸 宮崎県延岡市小野町４１３８番地１ 市外 土木工事 D

192 4000001089 235 小川水道設備 小川　宗利 門川町南町２丁目４２番地 市外 土木工事 D

193 4000000218 578 宮崎中央開発工業（有） 上町　伊根子 宮崎市中津瀬町８７番地 市外 土木工事 D

194 4000000973 340 （株）佐藤技研 佐藤　綾彦 東臼杵郡門川町加草２２８３番地７ 市外 土木工事 D

195 4000002451 177 （株）ヒュウガ化工 弥富　勝美 延岡市土々呂町6-1618-1 市外 土木工事 D

196 4000001235 384 （有）トーアメンテナンス 小田　孝雄 宮崎市新別府町麓５２９－３ 市外 土木工事 D

197 4000000704 549 大和物産（株） 児玉　寛太郎 都城市高木町７０３０番地 市外 土木工事 D

198 4000000318 579 （有）大坪建設工業 橋本　政幸 宮崎市花山手東２－３－１２ 市外 土木工事 D

199 4000000467 453 （株）南九州みかど 益田　和多利 宮崎市田代町１６８番地 市外 土木工事 D

200 4000001278 269 （株）森工務所 森　敏行 門川町宮ヶ原２－１３４ 市外 土木工事 D

201 4000000614 615 （株）宮崎総合スポーツ 松下　和則 宮崎市大字赤江1242番地5 市外 土木工事 D

202 4000001351 605 (株)エコ・リサイクルセンター 吉岡　澄子 延岡市川島町１２２０－５ 市外 土木工事 D

203 4000001500 622 （株）スポーツ施設研究所 池田　真 宮崎市大字芳士中原６２５ 市外 土木工事 D

204 4000002196 41 (有)エコ・クリーンアイランド 島田　剛夫 宮崎県延岡市大貫町４－１３３２ 市外 土木工事 D

205 4000002330 412 （株）アグリパートナー宮崎 岩切　久義 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８０５８ 市外 土木工事 D
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206 4000001642 264 （株）ニシハラセイフティクリーン 西原　隆治 延岡市昭和町一丁目１１番地１０ 市外 土木工事 D

207 4000002325 444 小林産業（株） 小林　述宏 延岡市南一ヶ岡７－８３４８－１３１ 市外 土木工事 D

208 4000000310 40 大成建設（株） 山内　隆司 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 市外 土木工事 A

209 4000002087 233 清水建設（株） 宮本　洋一 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 市外 土木工事 A

210 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 土木工事 A

211 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 土木工事 A

212 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 土木工事 A

213 4000000130 360 （株）フジタ 上田　卓司 渋谷区千駄ケ谷４－２５－２ 市外 土木工事 A

214 4000000282 57 オリエンタル白石（株） 井岡　隆雄 東京都江東区豊洲5丁目6番52号 市外 土木工事 A

215 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 土木工事 A

216 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 土木工事 A

217 4000000018 246 若築建設（株） 菅野　幸裕 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 市外 土木工事 A

218 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 土木工事 A

219 4000002165 606 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 土木工事 A

220 4000000272 523 日特建設（株） 中森　保 東京都中央区銀座８－１４－１４ 市外 土木工事 A

221 4000002321 190 川田建設（株） 川田　琢哉 東京都北区滝野川６－３－１ 市外 土木工事 A

222 4000000333 12 世紀東急工業（株） 佐藤　俊昭 港区芝公園２－９－３ 市外 土木工事 A

223 4000001958 224 （株）富士ピー・エス 長尾　德博 福岡市中央区薬院１丁目１３番８号 市外 土木工事 A

224 4000002398 607 （株）ガイアートＴ・Ｋ 前山　俊彦 東京都新宿区新小川町８－２７ 市外 土木工事 A

225 4000000320 602 （株）安部日鋼工業 髙橋　泰之 岐阜市六条大溝３－１３－３ 市外 土木工事 A

226 4000000030 416 松尾建設（株） 松尾　哲吾 佐賀市八幡小路１－１０ 市外 土木工事 A

227 4000002463 425 （株）ＩＨＩインフラ建設 小島　治久 東京都江東区東陽7丁目1番1号 市外 土木工事 A

228 4000002457 361 三軌建設（株） 江村　康博 福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目13番5号 市外 土木工事 A

229 4000000267 112 コーアツ工業（株） 白石　純孝 鹿児島市伊敷５－１７－５ 市外 土木工事 A

230 4000000284 168 三井住建道路（株） 澤　誠之助 東京都新宿区余丁町１３番２７号 市外 土木工事 A

231 4000000125 4 扶桑建設工業（株） 上床　隆明 東京都中央区新川１丁目２３番５号 市外 土木工事 A

232 4000000177 284 梅林建設（株） 梅林　秀伍 大分市舞鶴町１－４－３５ 市外 土木工事 A

233 4000001309 639 建設サービス(株) 辻　正人 福岡市博多区博多駅東１－１７－２５ 市外 土木工事 A

234 4000000249 514 長谷川体育施設（株） 柴田　敏久 東京都世田谷区太子堂１－４－２１ 市外 土木工事 A

235 4000002204 349 日本乾溜工業(株) 沢井　博美 福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 市外 土木工事 A

236 4000000903 199 （株）ニューテック康和 佐藤　正明 東京都北区中里２－９－５ 市外 土木工事 A

237 4000000151 434 明大工業（株） 藤本　修司 別府市船小路町３－４３ 市外 土木工事 A

238 4000000241 590 日本地研（株） 福田　久弥 福岡市博多区諸岡５－２５－２５ 市外 土木工事 A

239 4000002132 396 エスイーリペア（株） 大津　哲夫 福岡市南区日佐５－１５－２４ 市外 土木工事 B

240 4000001088 271 （株）ケイテック 木場　紋次 福岡市中央区赤坂１－１３－１０ 市外 土木工事 B

241 4000000061 135 前田建設工業（株） 小原　好一 東京都千代田区猿楽町2丁目8番8号 市外 土木工事 A

242 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 土木工事 A

243 4000000005 79 東亜建設工業（株） 松尾　正臣 東京都新宿区西新宿３丁目７番１号 市外 土木工事 A

244 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 土木工事 A

245 4000002201 476 (株)奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 市外 土木工事 A

246 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 土木工事 A
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247 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 土木工事 A

248 4000000083 46 鉄建建設（株） 橋口　誠之 東京都千代田区三崎町２－５－３ 市外 土木工事 A

249 4000002240 80 佐藤工業(株) 山田　秀之 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 市外 土木工事 A

250 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 土木工事 A

251 4000000511 561 （株）大本組 大本　万平 岡山市北区内山下１丁目１番１３号 市外 土木工事 A

252 4000000027 285 （株）錢高組 銭高　善雄 大阪市西区西本町２－２－１１ 市外 土木工事 A

253 4000000311 63 （株）竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 市外 土木工事 A

254 4000000173 569 （株）協和エクシオ 石川　國雄 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 市外 土木工事 A

255 4000000042 616 飛島建設（株） 伊藤　寛治 神奈川県川崎市高津区坂戸３丁目２番１号 市外 土木工事 A

256 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 土木工事 A

257 4000000048 524 日本国土開発（株） 工藤　睦信 東京都港区赤坂４－９－９ 市外 土木工事 A

258 4000002329 238 西武建設（株） 宮本　文夫 埼玉県所沢市くすのき台１丁目１１番地２ 市外 土木工事 A

259 4000001849 612 アイサワ工業(株) 逢澤　寛人 岡山市表町一丁目５番１号 市外 土木工事 A

260 4000001883 626 （株）ミライト 鈴木　正俊 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 市外 土木工事 A

261 4000001887 166 みらい建設工業(株) 五関　淳 東京都港区芝４丁目８番２号 市外 土木工事 A

262 4000001986 65 日本コムシス（株） 髙島　元 東京都品川区東五反田２－１７－１ 市外 土木工事 A

263 4000000453 165 （株）淺沼組 淺沼　健一 大阪市天王寺区東高津町１２－６ 市外 土木工事 A

264 4000000245 334 九鉄工業（株） 甲斐　統治郎 福岡県北九州市門司区小森江３－１２－１０ 市外 土木工事 A

265 4000002425 94 （株）日本ピーエス 室　孝士 福井県敦賀市若泉町３ 市外 土木工事 A

266 4000002305 18 りんかい日産建設（株） 山口　竹彦 東京都港区芝２－３－８ 市外 土木工事 A

267 4000001975 143 （株）森組 村上　和朗 大阪市中央区道修町４－５－１７ 市外 土木工事 A

268 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 土木工事 A

269 4000001121 130 美津濃（株） 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 市外 土木工事 A

270 4000001325 631 （株）大阪防水建設社 宇賀　良太 大阪市天王寺区餌差町７－６ 市外 土木工事 A

271 4000000457 30 （株）佐伯建設 川崎　栄一 大分市中島西三丁目５番１号 市外 土木工事 A

272 4000000133 228 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 市外 土木工事 A

273 4000002458 406 宮地エンジニアリング（株） 青田　重利 東京都中央区日本橋富沢町9-19 市外 土木工事 A

274 4000001517 451 （株）ナカボーテック 江藤　勝利 東京都中央区新川２－５－２ 市外 土木工事 A

275 4000001373 145 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 田中　篤夫 東京都中央区日本橋１丁目８番１号 市外 土木工事 A

276 4000000251 230 （株）横河ブリッジ 藤井　久司 千葉県船橋市山野町27番地 市外 土木工事 A

277 4000000287 255 奥アンツーカ（株） 奥　洋治 大阪府東大阪市長田東３－２－７ 市外 土木工事 A

278 4000001125 7 日本体育施設（株） 奥　裕之 東京都中野区東中野３－２０－１０ 市外 土木工事 A

279 4000002374 20 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 土木工事 A

280 4000000025 355 管清工業（株） 長谷川　健司 世田谷区上用賀１－７－３ 市外 土木工事 A

281 4000002466 505 西日本高速道路メンテナンス九州（株） 藤下　幸三 福岡市中央区舞鶴1丁目2番22号 市外 土木工事 A

282 4000002372 490 国土防災技術（株） 柳内　克行 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 市外 土木工事 A

283 4000002166 564 大成機工（株） 鈴木　仁 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００ 市外 土木工事 A

284 4000001223 481 瀧上工業（株） 瀧上　晶義 愛知県半田市神明町１丁目１番地 市外 土木工事 A

285 4000000323 122 （株）スポーツテクノ和広 髙松　保雄 東京都品川区南大井３－６－１８ 市外 土木工事 A

286 4000002206 36 積水アクアシステム(株) 西村　章 大阪市北区大淀中１丁目１番３０号梅田スカイビルタワーウエスト２１階 市外 土木工事 A

287 4000000604 93 片山ストラテック（株） 北山　恭尚 大阪市大正区南恩加島６－２－２１ 市外 土木工事 A
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288 4000002359 533 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 土木工事 A

289 4000002187 37 （株）ＮＮＣエンジニアリング 青柳　良孝 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 市外 土木工事 A

290 4000001987 452 （株）住軽日軽エンジニアリング 佐久間　勇三 東京都江東区亀戸２－３５－１３ 市外 土木工事 B

291 4000001498 619 九州林産（株） 長　宣也 福岡市南区野間３丁目７番２０号 市外 土木工事 B

292 4000002454 226 マーク建設（株） 藤木　伸次 北九州市八幡西区市瀬3丁目7番41号 市外 土木工事 B

293 4000000410 280 ドリコ（株） 小松　伸一郎 東京都台東区東上野４－８－１ 市外 土木工事 B

294 4000000754 128 ノダック（株） 帆足　紀幸 大阪府豊中市宝山町２３－１５ 市外 土木工事 B

295 4000002478 116 コウフ・フィールド（株） 加治木　英隆 福岡県福岡市博多区東那珂2-19-25 市外 土木工事 B

296 4000002303 265 四国環境整備興業（株） 青野　岩夫 愛媛県今治市国分１－１－１８ 市外 土木工事 B

297 4000002313 301 九州化工建設（株） 福岡　修一 福岡市博多区比恵町９番２６号 市外 土木工事 B

298 4000002041 126 東和スポーツ施設（株） 川谷　真輝 京都市左京区北白川下池田町７９－１ 市外 土木工事 B

299 4000002341 352 平井スポーツ建設（株） 平井　秀文 福岡市東区箱崎３－１３－１５ 市外 土木工事 B

300 4000000756 415 （株）カブード 橋本　恒幸 福岡市早良区内野４丁目１４番８号 市外 土木工事 C

301 4000000473 570 共和化工（株） 吉村　俊治 品川区西五反田７－２５－１９ 市外 土木工事 C

302 4000002249 347 (株)サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５丁目２０番１１号 市外 土木工事 C

303 4000000435 11 （株）研進産業 城戸　隆秀 福岡市西区福重２－５－１６ 市外 土木工事 C

304 4000002447 117 （株）ハウツ 吉川　絵美 福岡県大野城市大池2丁目25-3 市外 土木工事 C

305 4000002090 247 日水産業（株） 黒田　和久 横浜市港南区港南台３－４－４６ 市外 土木工事 C

306 4000002421 652 （株）名村造船所 名村　建介 佐賀県伊万里市黒川町塩屋５番地１ 市外 土木工事 D

307 4000000171 82 （株）明電舎 稲村　純三 東京都品川区大崎２－１－１ 市外 土木工事 D

308 4000002216 424 電気興業(株) 進藤　秀一 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 市外 土木工事 D

309 4000002446 72 （株）ベルテクノ 鈴木　洋 愛知県名古屋市中区栄2丁目5番1号 市外 土木工事 D

310 4000002471 593 内田工業（株） 内田　裕郎 名古屋市中川区好本町3-67 市外 土木工事 D

311 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 土木工事 D

312 4000002224 363 アムズ(株) 谷口　敏 石川県金沢市西泉３－９２ 市外 土木工事 D

313 4000001361 102 （株）九州体育施設 頓宮　正敏 大分県日田市大字高瀬１００５番地１ 市外 土木工事 D
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1 4000000307 236 坂本建設（株） 坂本　淳一 日向市原町４丁目２番１５号 市内 建築工事 A

2 4000000242 491 杉本建設（株） 杉本　雅昭 日向市向江町２－４１ 市内 建築工事 A

3 4000000127 202 木倉建設（株） 黒木　嘉郎 日向市大字日知屋１６７４７ 市内 建築工事 A

4 4000000417 237 （株）協栄 奈須　勝彦 日向市浜町３－１０８ 市内 建築工事 A

5 4000000294 337 （株）内山建設 内山　雅仁 日向市大字財光寺１３６０－１ 市内 建築工事 A

6 4000000104 185 （株）辰工務店 黒木　豊一 日向市不動寺８５ 市内 建築工事 A

7 4000000386 401 綟川建設（株） 綟川　公徳 日向市大字財光寺１６９７－１ 市内 建築工事 A

8 4000000640 274 （株）三郎建設 黒木　三郎 日向市東郷町山陰丙１４７９－７ 市内 建築工事 A

9 4000000131 388 （株）木村工務店 木村　礼子 日向市永江町３－１１８－１ 市内 建築工事 A

10 4000000220 172 共栄建設（株） 夏井　兌輔 日向市大字財光寺９０１－４ 市内 建築工事 A

11 4000000296 433 海野建設（株） 海野　洋光 日向市東郷町山陰丙５８２－１ 市内 建築工事 B

12 4000000043 427 日向トーヨー住器（株） 右松　寿美 日向市梶木町２－１４ 市内 建築工事 B

13 4000001640 400 （有）菊池建設 菊池　幹男 日向市東郷町山陰丙１７７５番地３ 市内 建築工事 B

14 4000000520 378 （株）甲斐住建 甲斐　敏明 日向市美々津町４１０９－１ 市内 建築工事 B

15 4000000666 87 （有）髙山産業開発 髙山　修 日向市東郷町八重原迫野内８１９ 市内 建築工事 B

16 4000000110 534 （有）和甲建設 甲斐　守 日向市大字日知屋１６１９３番地 市内 建築工事 B

17 4000000477 356 （株）藤建設 藤田　勇二 日向市大字日知屋１５８２７－４ 市内 建築工事 B

18 4000000335 313 （株）遠藤建設 遠藤　隆司 日向市曽根町２丁目１０４番地 市内 建築工事 B

19 4000000426 617 （株）細川建設 細川　義光 日向市大字塩見４４５７ 市内 建築工事 B

20 4000000891 323 日髙建設 日髙　武信 日向市大字財光寺４８６３－８０ 市内 建築工事 B

21 4000000134 379 力工務店 児玉　力 日向市大字富高５７２２ 市内 建築工事 B

22 4000000164 375 （有）日吉産業 本田　房穂 日向市大字財光寺２７９５ 市内 建築工事 B

23 4000000479 556 （有）金政工務店 金丸　政司 日向市大字日知屋１６１７９ 市内 建築工事 B

24 4000000366 85 （有）丸福工務店 福田　正利 日向市大字財光寺１４５７－１ 市内 建築工事 B

25 4000001251 503 西尾建設 西尾　義久 日向市大字財光寺６８９－イ 市内 建築工事 B

26 4000000623 540 あさひ産業（株） 西村　賢一 日向市大字日知屋１５８３７番地 市内 建築工事 C

27 4000000330 587 （有）黒木技建 黒木　速人 日向市大字平岩８６８３番地１ 市内 建築工事 C

28 4000000686 200 （有）ニシキ建設 甲斐　錦司 日向市大字財光寺１７０５－１ 市内 建築工事 C

29 4000000685 485 （有）三樹建設 三樹　賢一郎 日向市大字日知屋１６５８９番地 市内 建築工事 C

30 4000001113 68 鈴木建築（株） 鈴木　一人 日向市比良町４－２ 市内 建築工事 C

31 4000001538 515 芳建築 黒田　芳紀 日向市中町３－３６ 市内 建築工事 C

32 4000000605 498 千歳工務店 黒木　清 日向市大字富高６２５６－２ 市内 建築工事 C

33 4000000496 599 （有）富建設 林田　英和 日向市亀崎東１－６５ 市内 建築工事 C

34 4000001734 506 （株）アイテック 青木　一志 日向市大字財光寺２７９－２ 市内 建築工事 C

35 4000000885 42 システムハウス 渡辺　悦男 日向市大字富高６２５１－６ 市内 建築工事 C

36 4000000608 92 西村建築 西村　経治 日向市大字財光寺１１７９－５ 市内 建築工事 C

37 4000000522 399 椎葉工務店 椎葉　正八 日向市大字財光寺８３６－２ 市内 建築工事 C

38 4000000438 25 （有）髙山建設 髙山　雄二 日向市美々津町３６２１－１ 市内 建築工事 C

39 4000000416 470 （有）ハウスのナス建材 奈須　光夫 日向市大字財光寺字小松崎２７３４－５ 市内 建築工事 D

40 4000000741 293 （有）坂本住建 坂本　誠吉 日向市高砂町２３５ 市内 建築工事 D

41 4000000155 461 （有）昭建設 後藤　昭三郎 日向市大字日知屋１６３２５－１ 市内 建築工事 D
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42 4000001968 488 那須施工 那須　敬一 日向市大字財光寺１２８２－２ 市内 建築工事 D

43 4000000714 22 古谷建設 古谷　稔 日向市大字財光寺１１５４－２ 市内 建築工事 D

44 4000000312 234 （有）丸勇建設 平野　加代 日向市大字日知屋５４４７ 市内 建築工事 D

45 4000000987 182 成合工務店 成合　憲雄 日向市亀崎４－３９ 市内 建築工事 D

46 4000002214 309 黒正建設 黒木　正春 日向市平野町２丁目９５番地 市内 建築工事 D

47 4000002475 582 （株）与組 坂口　孝生 日向市大字日知屋15717 市内 建築工事 D

48 4000002479 71 (株)Ｅ．ＷＡＬＫ 甲斐　悦子 日向市伊勢ヶ浜１１７番地 市内 建築工事 D

49 4000002246 173 (株)志多組 志多　宏彦 宮崎市高千穂通１－４－３０ 準市内 建築工事 A

50 4000000306 364 （株）坂下組 坂下　利博 小林市細野３９１－１ 準市内 建築工事 A

51 4000000122 357 吉原建設（株） 岩元　光男 都城市中原町３２－１ 準市内 建築工事 A

52 4000000504 147 大和開発（株） 境　一成 宮崎市高洲町２３５－３ 準市内 建築工事 A

53 4000000380 316 （株）矢野興業 矢野　文昭 宮崎市橘通西５－１－２３ 準市内 建築工事 A

54 4000000174 203 日新興業（株） 河野　孝夫 延岡市本小路７４ 準市内 建築工事 A

55 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 建築工事 A

56 4000002117 407 第一建設（株） 橋邉　正之 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田６６２－５ 準市内 建築工事 B

57 4000000452 638 （株）増田工務店 増田　秀文 高鍋町大字北高鍋４７５０ 市外 建築工事 A

58 4000000081 152 上田工業（株） 森　龍彦 延岡市古城町５－４６ 市外 建築工事 A

59 4000002039 426 大淀開発（株） 堀之内　芳久 都城市上長飯町５４２７番地１ 市外 建築工事 A

60 4000002134 244 神崎建設工業（株） 神崎　義世 宮崎市稗原町６３番地１ 市外 建築工事 A

61 4000000692 73 （株）桜木組 櫻木　博巳 都城市高城町桜木１６９３－２ 市外 建築工事 A

62 4000001063 610 川口建設（株） 土居　洋祐 延岡市長浜町１－１７９６ 市外 建築工事 A

63 4000000073 67 松本建設（株） 松本　純明 宮崎市清水１－９－２４ 市外 建築工事 A

64 4000002339 563 アイ・ホーム（株） 田村　寛治 宮崎市佐土原町下那珂３５６９－７ 市外 建築工事 A

65 4000002097 131 （株）岩切建設 岩切　洋 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１５８２ 市外 建築工事 A

66 4000002470 591 （株）松原工務店 松原　正俊 宮崎市松山2丁目2番32号 市外 建築工事 A

67 4000002395 31 （株）中本建設 中本　延行 宮崎市大島町大将堀１８３３番地１ 市外 建築工事 A

68 4000001617 575 （株）マスジュウ 増田　十郎 宮崎市下北方町野田５９０－１ 市外 建築工事 A

69 4000001209 580 野田建設（株） 野田　一孝 宮崎市大塚町竹下５３２－１５ 市外 建築工事 A

70 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 建築工事 A

71 4000000377 267 （株）西尾組 西尾　武彦 宮崎市神宮東１－８－１３ 市外 建築工事 A

72 4000002336 77 （有）桜建 櫻木　博文 宮崎市高岡町飯田３８６番地 市外 建築工事 A

73 4000000418 15 （株）河北 河野　宏介 都農町大字川北４８８４ 市外 建築工事 A

74 4000002226 394 (株)トーア 渡瀬　登 宮崎県都城市早水町４５００番地 市外 建築工事 A

75 4000000303 16 不二建設（株） 佐藤　雄二 延岡市平原町１－７９－４ 市外 建築工事 A

76 4000002088 611 （株）興洋 土居　洋祐 宮崎県延岡市長浜町１－１７９５ 市外 建築工事 A

77 4000000077 263 （株）宮防 村社　勝 宮崎市大字田吉１８８６番地 市外 建築工事 B

78 4000002308 208 岩切商事（株） 伊地知　和憲 宮崎市高千穂通１－７－２４ 市外 建築工事 B

79 4000002095 106 （株）ヒラヌマ 平沼　正二 宮崎市大塚町原ノ前1622番地 市外 建築工事 B

80 4000001278 269 （株）森工務所 森　敏行 門川町宮ヶ原２－１３４ 市外 建築工事 C

81 4000002340 34 日建ハウス工業（株） 阿部　照美 宮崎市大塚町宮田２８４６－２ 市外 建築工事 C

82 4000002111 572 （株）さつき工業 鬼束　安章 宮崎市大字芳士９３７－３ 市外 建築工事 C
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83 4000000376 560 湯川建設（株） 湯川　鶴三 延岡市昭和町３－２０１４ 市外 建築工事 D

84 4000000474 390 双葉工業（株） 馬場　薫 宮崎市村角町中尊１８２８－４ 市外 建築工事 D

85 4000000973 340 （株）佐藤技研 佐藤　綾彦 東臼杵郡門川町加草２２８３番地７ 市外 建築工事 D

86 4000000704 549 大和物産（株） 児玉　寛太郎 都城市高木町７０３０番地 市外 建築工事 D

87 4000000310 40 大成建設（株） 山内　隆司 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 市外 建築工事 A

88 4000002087 233 清水建設（株） 宮本　洋一 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 市外 建築工事 A

89 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 建築工事 A

90 4000000130 360 （株）フジタ 上田　卓司 渋谷区千駄ケ谷４－２５－２ 市外 建築工事 A

91 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 建築工事 A

92 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 建築工事 A

93 4000000243 558 （株）鴻池組 蔦田　守弘 大阪市北区梅田３－４－５ 市外 建築工事 A

94 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 建築工事 A

95 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 建築工事 A

96 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 建築工事 A

97 4000000030 416 松尾建設（株） 松尾　哲吾 佐賀市八幡小路１－１０ 市外 建築工事 A

98 4000000177 284 梅林建設（株） 梅林　秀伍 大分市舞鶴町１－４－３５ 市外 建築工事 A

99 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 建築工事 A

100 4000000125 4 扶桑建設工業（株） 上床　隆明 東京都中央区新川１丁目２３番５号 市外 建築工事 A

101 4000000267 112 コーアツ工業（株） 白石　純孝 鹿児島市伊敷５－１７－５ 市外 建築工事 A

102 4000000284 168 三井住建道路（株） 澤　誠之助 東京都新宿区余丁町１３番２７号 市外 建築工事 D

103 4000000059 341 （株）竹中工務店 宮下　正裕 大阪市中央区本町４－１－１３ 市外 建築工事 A

104 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 建築工事 A

105 4000000061 135 前田建設工業（株） 小原　好一 東京都千代田区猿楽町2丁目8番8号 市外 建築工事 A

106 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 建築工事 A

107 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 建築工事 A

108 4000002201 476 (株)奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 市外 建築工事 A

109 4000002240 80 佐藤工業(株) 山田　秀之 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 市外 建築工事 A

110 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 建築工事 A

111 4000000005 79 東亜建設工業（株） 松尾　正臣 東京都新宿区西新宿３丁目７番１号 市外 建築工事 A

112 4000000027 285 （株）錢高組 銭高　善雄 大阪市西区西本町２－２－１１ 市外 建築工事 A

113 4000000083 46 鉄建建設（株） 橋口　誠之 東京都千代田区三崎町２－５－３ 市外 建築工事 A

114 4000000511 561 （株）大本組 大本　万平 岡山市北区内山下１丁目１番１３号 市外 建築工事 A

115 4000000453 165 （株）淺沼組 淺沼　健一 大阪市天王寺区東高津町１２－６ 市外 建築工事 A

116 4000002235 636 新日鉄住金エンジニアリング(株) 高橋　誠 東京都品川区大崎一丁目５番１号大崎センタービル 市外 建築工事 A

117 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 建築工事 A

118 4000000048 524 日本国土開発（株） 工藤　睦信 東京都港区赤坂４－９－９ 市外 建築工事 A

119 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 建築工事 A

120 4000002329 238 西武建設（株） 宮本　文夫 埼玉県所沢市くすのき台１丁目１１番地２ 市外 建築工事 A

121 4000000042 616 飛島建設（株） 伊藤　寛治 神奈川県川崎市高津区坂戸３丁目２番１号 市外 建築工事 A

122 4000001849 612 アイサワ工業(株) 逢澤　寛人 岡山市表町一丁目５番１号 市外 建築工事 A

123 4000000245 334 九鉄工業（株） 甲斐　統治郎 福岡県北九州市門司区小森江３－１２－１０ 市外 建築工事 A

- 11 -



番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

124 4000000117 213 （株）日立プラントテクノロジー 東原　敏昭 東京都豊島区東池袋４－５－２ 市外 建築工事 A

125 4000002194 219 日成ビルド工業(株) 森岡　篤弘 石川県金沢市金石北３丁目１６番１０号 市外 建築工事 A

126 4000000457 30 （株）佐伯建設 川崎　栄一 大分市中島西三丁目５番１号 市外 建築工事 A

127 4000002305 18 りんかい日産建設（株） 山口　竹彦 東京都港区芝２－３－８ 市外 建築工事 A

128 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 建築工事 A

129 4000000627 56 （株）エヌエイチケイアイテック 永井　研二 東京都渋谷区神南１－４－１ 市外 建築工事 A

130 4000002216 424 電気興業(株) 進藤　秀一 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 市外 建築工事 A

131 4000000567 259 （株）乃村工藝社 渡辺　勝 東京都港区台場２丁目３番４号 市外 建築工事 A

132 4000000311 63 （株）竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 市外 建築工事 A

133 4000000175 354 東海リース（株） 三木　伸之 大阪市北区天神橋２丁目北２番６号 市外 建築工事 A

134 4000001121 130 美津濃（株） 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 市外 建築工事 A

135 4000000171 82 （株）明電舎 稲村　純三 東京都品川区大崎２－１－１ 市外 建築工事 A

136 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 建築工事 A

137 4000002374 20 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 建築工事 A

138 4000000133 228 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 市外 建築工事 A

139 4000002478 116 コウフ・フィールド（株） 加治木　英隆 福岡県福岡市博多区東那珂2-19-25 市外 建築工事 A

140 4000001979 589 新生テクノス（株） 杉本　章 東京都港区芝公園２丁目４番１号 市外 建築工事 D

141 4000001987 452 （株）住軽日軽エンジニアリング 佐久間　勇三 東京都江東区亀戸２－３５－１３ 市外 建築工事 D

142 4000002359 533 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 建築工事 D

143 4000002139 257 富士建設工業（株） 鳴海　武徳 新潟市北区島見町３３０７番地１６ 市外 建築工事 D

144 4000002446 72 （株）ベルテクノ 鈴木　洋 愛知県名古屋市中区栄2丁目5番1号 市外 建築工事 D

145 4000002041 126 東和スポーツ施設（株） 川谷　真輝 京都市左京区北白川下池田町７９－１ 市外 建築工事 D
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1 4000002475 582 （株）与組 坂口　孝生 日向市大字日知屋15717 市内 大工

2 4000000987 182 成合工務店 成合　憲雄 日向市亀崎４－３９ 市内 大工

3 4000000010 338 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 大工

4 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 大工

5 4000002339 563 アイ・ホーム（株） 田村　寛治 宮崎市佐土原町下那珂３５６９－７ 市外 大工

6 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 大工

7 4000002095 106 （株）ヒラヌマ 平沼　正二 宮崎市大塚町原ノ前1622番地 市外 大工

8 4000000077 263 （株）宮防 村社　勝 宮崎市大字田吉１８８６番地 市外 大工

9 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 大工

10 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 大工

11 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 大工

12 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 大工

13 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 大工

14 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 大工

15 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 大工

16 4000000059 341 （株）竹中工務店 宮下　正裕 大阪市中央区本町４－１－１３ 市外 大工

17 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 大工

18 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 大工

19 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 大工

20 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 大工

21 4000002446 72 （株）ベルテクノ 鈴木　洋 愛知県名古屋市中区栄2丁目5番1号 市外 大工

22 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 大工
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1 4000001504 584 小田工業 小田　弘一 日向市大字財光寺１７６１－１３ 市内 左官

2 4000001114 598 児玉建設工業 児玉　洋人 日向市大字平岩１０５６ 市内 左官

3 4000002248 614 辻左建 辻　敦史 日向市浜町３－６８ 市内 左官

4 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 左官

5 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 左官

6 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 左官

7 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 左官

8 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 左官

9 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 左官

10 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 左官
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番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

1 4000000119 186 旭開発（株） 黒木　豊幸 日向市向江町１－２００ 市内 とび土木工事

2 4000000057 298 旭建設（株） 黒木　繁人 日向市向江町１－２００ 市内 とび土木工事

3 4000000623 540 あさひ産業（株） 西村　賢一 日向市大字日知屋１５８３７番地 市内 とび土木工事

4 4000000309 513 （株）旭道路 木下　隆寛 日向市大字日知屋３３８０－５９ 市内 とび土木工事

5 4000000294 337 （株）内山建設 内山　雅仁 日向市大字財光寺１３６０－１ 市内 とび土木工事

6 4000000900 86 （有）栄幸産業 一政　敏春 日向市永江町１丁目１８番地 市内 とび土木工事

7 4000002179 325 （有）Ｍ．Ｋ 黒木　正喜 日向市大字日知屋１５３１４－１ 市内 とび土木工事

8 4000001504 584 小田工業 小田　弘一 日向市大字財光寺１７６１－１３ 市内 とび土木工事

9 4000002188 327 カシマ 甲斐　希貴 日向市大字日知屋古田町３３ 市内 とび土木工事

10 4000000006 553 （株）カトウ 加藤　好 日向市大字富高３０１－１ 市内 とび土木工事

11 4000001640 400 （有）菊池建設 菊池　幹男 日向市東郷町山陰丙１７７５番地３ 市内 とび土木工事

12 4000000127 202 木倉建設（株） 黒木　嘉郎 日向市大字日知屋１６７４７ 市内 とび土木工事

13 4000000259 88 （株）木田工業 木田　徳夫 日向市大字日知屋17062-37 市内 とび土木工事

14 4000000090 526 黒木建設（株） 黒木　教明 日向市永江町２－１０８ 市内 とび土木工事

15 4000000384 358 （株）黒高組 黒木　耕作 日向市大字日知屋１３１７０ 市内 とび土木工事

16 4000000060 311 甲勝建設（株） 甲斐　英伸 日向市原町１丁目８９番地 市内 とび土木工事

17 4000002084 581 公和建設 那須　公明 日向市高砂町１０３ 市内 とび土木工事

18 4000000641 140 （株）五幸建設 河野　裕介 日向市大字日知屋４７２６－１０ 市内 とび土木工事

19 4000000153 428 （有）後藤建設 後藤　國夫 日向市大字財光寺７２８６番地１ 市内 とび土木工事

20 4000000028 542 栄建設（株） 西村　一女子 日向市大字日知屋１２００２ 市内 とび土木工事

21 4000000640 274 （株）三郎建設 黒木　三郎 日向市東郷町山陰丙１４７９－７ 市内 とび土木工事

22 4000000617 517 （有）サンアイ 金丸　喜輝 日向市大字日知屋１７３０９番地 市内 とび土木工事

23 4000000743 103 （有）サンライン日向 直野　市松 日向市亀崎東１－８７ 市内 とび土木工事

24 4000000236 262 塩見産業（有） 細川　照男 日向市大字塩見４５５８ 市内 とび土木工事

25 4000001376 164 （有）シュウワ 元長　秀夫 日向市平野町２－２５ 市内 とび土木工事

26 4000000515 51 （株）創英開発 黒木　英博 日向市大字日知屋１３１６０ 市内 とび土木工事

27 4000000598 189 宗建設（株） 安田　宗信 日向市都町１４－１６ 市内 とび土木工事

28 4000000638 283 （株）ソーテック 村岡　孝三 日向市大字塩見１５２４５番地 市内 とび土木工事

29 4000002020 161 （有）大志産業 小林　諸苗 日向市迎洋園２－８１ 市内 とび土木工事

30 4000000275 277 （有）平組 甲斐　武 日向市大字日知屋２３０４－３ 市内 とび土木工事

31 4000000003 146 高蔵土木（有） 金丸　敏子 日向市大王町１－１１６ 市内 とび土木工事

32 4000000298 504 高千穂グリーン（株） 黒木　絹子 日向市大字日知屋６８２－２００ 市内 とび土木工事

33 4000000033 403 （株）髙野建設 髙野　幸紘 日向市鶴町３－９７－１ 市内 とび土木工事

34 4000000666 87 （有）髙山産業開発 髙山　修 日向市東郷町八重原迫野内８１９ 市内 とび土木工事

35 4000000104 185 （株）辰工務店 黒木　豊一 日向市不動寺８５ 市内 とび土木工事

36 4000001529 191 司建設（有） 河野　秀人 日向市大字平岩１０７８２－２ 市内 とび土木工事

37 4000000201 525 津島建設 津島　慶子 日向市大字富高５９７９－１ 市内 とび土木工事

38 4000001118 509 （株）寺原建設 寺原　忠男 日向市東郷町山陰辛４５１ 市内 とび土木工事

39 4000001532 484 東武開発 小野　武士 日向市大字平岩１０７９０－１ー６１１ 市内 とび土木工事

40 4000000405 17 遠山建設（有） 遠山　勝 日向市大字財光寺３０７２－２ 市内 とび土木工事

41 4000000494 625 戸高産業 戸高　利勝 日向市大字塩見１０８０－３ 市内 とび土木工事
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番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

42 4000000321 467 （資）七組 岩本　健司 日向市大字日知屋字塩田１６１９８ 市内 とび土木工事

43 4000000149 329 （株）成合建設 成合　徹 日向市向江町１－３４ 市内 とび土木工事

44 4000000990 194 （有）南九建設 黒田　静夫 日向市東郷町山陰己６５５ 市内 とび土木工事

45 4000002080 554 日水設備（株） 加藤　恭子 日向市大字塩見字新道ヶ下１０７８８番地 市内 とび土木工事

46 4000000183 629 （有）橋組 橋口　幸保 日向市亀崎１－９０ 市内 とび土木工事

47 4000000518 463 （有）林田建設 林田　晃幸 日向市大字財光寺２９２－１ 市内 とび土木工事

48 4000000065 249 （株）光技術開発 黒木　俊光 日向市永江町２－１４７－５ 市内 とび土木工事

49 4000002082 655 (有)ひむかＴＥＣ 志賀　栄一 日向市北町２丁目８７番地 市内 とび土木工事

50 4000000984 241 日向地区建設事業協同組合 河内　政男 日向市南町２－２９ 市内 とび土木工事

51 4000000164 375 （有）日吉産業 本田　房穂 日向市大字財光寺２７９５ 市内 とび土木工事

52 4000002023 660 （有）平成建設 黒木　明則 日向市大字塩見５７７９－３ 市内 とび土木工事

53 4000000459 495 （有）別府金物店 別府　嘉郎 日向市大字日知屋７６２４－１ 市内 とび土木工事

54 4000000015 512 （有）堀谷組 堀谷　一弘 日向市大字財光寺５２７５－１ 市内 とび土木工事

55 4000000045 222 （株）丸芳 江藤　俊樹 日向市大字日知屋１４６９９－１０ 市内 とび土木工事

56 4000000147 414 （株）三矢建設 三樹　千博 日向市永江町１－４８ 市内 とび土木工事

57 4000000170 408 （名）光山組 光山　博丘 日向市大字塩見１６２２ 市内 とび土木工事

58 4000000001 1 宮前建設（株） 宮前　隆之 日向市大字日知屋１６７５１番地 市内 とび土木工事

59 4000000386 401 綟川建設（株） 綟川　公徳 日向市大字財光寺１６９７－１ 市内 とび土木工事

60 4000002202 320 吉野建設（株） 吉野　幸弘 日向市亀崎東４－８－４ 市内 とび土木工事

61 4000000513 522 （株）ヨシミ 徳永　勝機 日向市大字日知屋１７３２５ 市内 とび土木工事

62 4000002092 492 （株）九州防災工業 松本　務 宮崎市大工２－１４２ 準市内 とび土木工事

63 4000001496 188 （株）旭友 井ノ上　修二 宮崎市大字本郷北方字境田３０４１番地１ 準市内 とび土木工事

64 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 とび土木工事

65 4000000306 364 （株）坂下組 坂下　利博 小林市細野３９１－１ 準市内 とび土木工事

66 4000002246 173 (株)志多組 志多　宏彦 宮崎市高千穂通１－４－３０ 準市内 とび土木工事

67 4000002117 407 第一建設（株） 橋邉　正之 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田６６２－５ 準市内 とび土木工事

68 4000000114 446 （株）ニチボー 山岡　正基 福岡市博多区板付４－７－２８ 準市内 とび土木工事

69 4000000174 203 日新興業（株） 河野　孝夫 延岡市本小路７４ 準市内 とび土木工事

70 4000000035 464 日本道路（株） 山口　宣男 東京都港区新橋１－６－５ 準市内 とび土木工事

71 4000001329 437 豊松建設（株） 松下　征雄 延岡市大武町1323番地 準市内 とび土木工事

72 4000000319 59 三桜電気工業（株） 大野　拓朗 宮崎市大字小松字下川原１１５８番地の１１ 準市内 とび土木工事

73 4000000380 316 （株）矢野興業 矢野　文昭 宮崎市橘通西５－１－２３ 準市内 とび土木工事

74 4000000343 52 （株）山崎産業 山崎　司 延岡市貝の畑町２９０３ 準市内 とび土木工事

75 4000000504 147 大和開発（株） 境　一成 宮崎市高洲町２３５－３ 準市内 とび土木工事

76 4000000122 357 吉原建設（株） 岩元　光男 都城市中原町３２－１ 準市内 とび土木工事

77 4000001098 90 （株）暁建業 荒武　俊太郎 都城市大岩田町5377番地2 市外 とび土木工事

78 4000000576 344 （有）アクティブ 中村　弘美 宮崎市月見ヶ丘４－１４－５ 市外 とび土木工事

79 4000002330 412 （株）アグリパートナー宮崎 岩切　久義 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８０５８ 市外 とび土木工事

80 4000000088 373 ( 株) 伊東建設 伊東　宏祐 延岡市無鹿町１－２２４８ 市外 とび土木工事

81 4000000081 152 上田工業（株） 森　龍彦 延岡市古城町５－４６ 市外 とび土木工事

82 4000001351 605 (株)エコ・リサイクルセンター 吉岡　澄子 延岡市川島町１２２０－５ 市外 とび土木工事
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83 4000001760 657 （株）エコロ 西　憲五 宮崎県都城市都北町７４０３ 市外 とび土木工事

84 4000000318 579 （有）大坪建設工業 橋本　政幸 宮崎市花山手東２－３－１２ 市外 とび土木工事

85 4000002124 469 （株）小田工業 小田　茂行 延岡市浜町４７２４番地６９ 市外 とび土木工事

86 4000001990 653 （株）環境未来恒産 石川　武則 宮崎市日ノ出町２２６番地 市外 とび土木工事

87 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 とび土木工事

88 4000002469 562 九州建設工業（株） 山下　寛治 宮崎市天満2丁目6番13号 市外 とび土木工事

89 4000000240 382 （株）九州ジスコン 田口　幸登 宮崎市生目台西３－８－２ 市外 とび土木工事

90 4000000745 374 協和工業（株） 増田　哲 児湯郡高鍋町大字持田６２９３－３ 市外 とび土木工事

91 4000002177 101 （株）霧島ロード 時任　市雄 宮崎市大字本郷南方４３１６番地１０ 市外 とび土木工事

92 4000000969 535 （有）クリエイト 鈴木　哲夫 延岡市鯛名町９１０－７ 市外 とび土木工事

93 4000000346 335 （株）児玉組 児玉　格 東臼杵郡門川町上町４－１１ 市外 とび土木工事

94 4000002325 444 小林産業（株） 小林　述宏 延岡市南一ヶ岡７－８３４８－１３１ 市外 とび土木工事

95 4000002111 572 （株）さつき工業 鬼束　安章 宮崎市大字芳士９３７－３ 市外 とび土木工事

96 4000000973 340 （株）佐藤技研 佐藤　綾彦 東臼杵郡門川町加草２２８３番地７ 市外 とび土木工事

97 4000001641 613 （株）佐藤塗装店 堂地　隆一 宮崎市高千穂通２丁目１番５号 市外 とび土木工事

98 4000000129 308 山王道路機工（株） 山内　繁樹 宮崎市下北方町台木７３５－１ 市外 とび土木工事

99 4000001500 622 （株）スポーツ施設研究所 池田　真 宮崎市大字芳士中原６２５ 市外 とび土木工事

100 4000001998 586 （株）総合開発工業 坂東　昭男 宮崎市大淀１－２－１９ 市外 とび土木工事

101 4000002238 381 (株)ダイニチ開発 川越　昌廣 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－９１８ 市外 とび土木工事

102 4000001946 548 大和コーケン（株） 児玉　静子 宮崎市稗原町１１番地１ 市外 とび土木工事

103 4000000704 549 大和物産（株） 児玉　寛太郎 都城市高木町７０３０番地 市外 とび土木工事

104 4000002226 394 (株)トーア 渡瀬　登 宮崎県都城市早水町４５００番地 市外 とび土木工事

105 4000001235 384 （有）トーアメンテナンス 小田　孝雄 宮崎市新別府町麓５２９－３ 市外 とび土木工事

106 4000000753 245 （株）中野管理 泉　ヨシ子 宮崎市吉村町江田原甲２２０－３ 市外 とび土木工事

107 4000000664 314 （株）長由開発 井野内　靖 門川町中須４－１４ 市外 とび土木工事

108 4000000377 267 （株）西尾組 西尾　武彦 宮崎市神宮東１－８－１３ 市外 とび土木工事

109 4000001642 264 （株）ニシハラセイフティクリーン 西原　隆治 延岡市昭和町一丁目１１番地１０ 市外 とび土木工事

110 4000000408 664 （株）日光製作所 日高　信幸 国富町大字宮王丸６７７ 市外 とび土木工事

111 4000002338 372 （株）日徳産業 奈須　昭次 延岡市本小路７４ 市外 とび土木工事

112 4000002311 302 日本ピー・シー・テー建設（株） 大神　英次郎 延岡市大武町７８７番地１ 市外 とび土木工事

113 4000001209 580 野田建設（株） 野田　一孝 宮崎市大塚町竹下５３２－１５ 市外 とび土木工事

114 4000002468 559 パシフィック建設（株） 谷　年雄 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋4486番地 市外 とび土木工事

115 4000000437 300 （株）長谷川組 長谷川　明正 東臼杵郡門川町中須４－１７ 市外 とび土木工事

116 4000002095 106 （株）ヒラヌマ 平沼　正二 宮崎市大塚町原ノ前1622番地 市外 とび土木工事

117 4000000452 638 （株）増田工務店 増田　秀文 高鍋町大字北高鍋４７５０ 市外 とび土木工事

118 4000000053 435 （株）松澤組 松澤　衛 東臼杵郡門川町上町４－３３ 市外 とび土木工事

119 4000000981 380 （株）松本組 成田　豊盛 宮崎市橘通東２－７－８ 市外 とび土木工事

120 4000001773 609 三井工業（株） 坂本　聡 延岡市大武町７７９－８ 市外 とび土木工事

121 4000000467 453 （株）南九州みかど 益田　和多利 宮崎市田代町１６８番地 市外 とび土木工事

122 4000000276 369 南日本興業（株） 今田　英勝 宮崎市生目台西３－８－１ 市外 とび土木工事

123 4000000614 615 （株）宮崎総合スポーツ 松下　和則 宮崎市大字赤江1242番地5 市外 とび土木工事
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124 4000000218 578 宮崎中央開発工業（有） 上町　伊根子 宮崎市中津瀬町８７番地 市外 とび土木工事

125 4000002220 370 宮崎ニチレキ(株) 宇都　清久 宮崎市佐土原町下那珂７３７３－１ 市外 とび土木工事

126 4000000373 627 宮崎ライン工業（株） 首藤　健夫 宮崎市希望ケ丘３－３２－１１ 市外 とび土木工事

127 4000000077 263 （株）宮防 村社　勝 宮崎市大字田吉１８８６番地 市外 とび土木工事

128 4000002453 205 森塗装（株） 園田　龍男 宮崎市大島町笹原1989番地 市外 とび土木工事

129 4000000654 158 八作建設（株） 柳田　康幸 延岡市三須町１３５５ 市外 とび土木工事

130 4000000376 560 湯川建設（株） 湯川　鶴三 延岡市昭和町３－２０１４ 市外 とび土木工事

131 4000000568 402 （株）米澤土木 米澤　弘行 門川町大字庵川３２５６ 市外 とび土木工事

132 4000002463 425 （株）ＩＨＩインフラ建設 小島　治久 東京都江東区東陽7丁目1番1号 市外 とび土木工事

133 4000000320 602 （株）安部日鋼工業 髙橋　泰之 岐阜市六条大溝３－１３－３ 市外 とび土木工事

134 4000002132 396 エスイーリペア（株） 大津　哲夫 福岡市南区日佐５－１５－２４ 市外 とび土木工事

135 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 とび土木工事

136 4000000282 57 オリエンタル白石（株） 井岡　隆雄 東京都江東区豊洲5丁目6番52号 市外 とび土木工事

137 4000002398 607 （株）ガイアートＴ・Ｋ 前山　俊彦 東京都新宿区新小川町８－２７ 市外 とび土木工事

138 4000002321 190 川田建設（株） 川田　琢哉 東京都北区滝野川６－３－１ 市外 とび土木工事

139 4000001088 271 （株）ケイテック 木場　紋次 福岡市中央区赤坂１－１３－１０ 市外 とび土木工事

140 4000001309 639 建設サービス(株) 辻　正人 福岡市博多区博多駅東１－１７－２５ 市外 とび土木工事

141 4000000267 112 コーアツ工業（株） 白石　純孝 鹿児島市伊敷５－１７－５ 市外 とび土木工事

142 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 とび土木工事

143 4000002087 233 清水建設（株） 宮本　洋一 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 市外 とび土木工事

144 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 とび土木工事

145 4000000272 523 日特建設（株） 中森　保 東京都中央区銀座８－１４－１４ 市外 とび土木工事

146 4000002204 349 日本乾溜工業(株) 沢井　博美 福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 市外 とび土木工事

147 4000000241 590 日本地研（株） 福田　久弥 福岡市博多区諸岡５－２５－２５ 市外 とび土木工事

148 4000000903 199 （株）ニューテック康和 佐藤　正明 東京都北区中里２－９－５ 市外 とび土木工事

149 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 とび土木工事

150 4000000249 514 長谷川体育施設（株） 柴田　敏久 東京都世田谷区太子堂１－４－２１ 市外 とび土木工事

151 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 とび土木工事

152 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 とび土木工事

153 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 とび土木工事

154 4000000151 434 明大工業（株） 藤本　修司 別府市船小路町３－４３ 市外 とび土木工事

155 4000002165 606 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 とび土木工事

156 4000000018 246 若築建設（株） 菅野　幸裕 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 市外 とび土木工事

157 4000002240 80 佐藤工業(株) 山田　秀之 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 市外 とび土木工事

158 4000002471 593 内田工業（株） 内田　裕郎 名古屋市中川区好本町3-67 市外 とび土木工事

159 4000000627 56 （株）エヌエイチケイアイテック 永井　研二 東京都渋谷区神南１－４－１ 市外 とび土木工事

160 4000002187 37 （株）ＮＮＣエンジニアリング 青柳　良孝 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 市外 とび土木工事

161 4000001373 145 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 田中　篤夫 東京都中央区日本橋１丁目８番１号 市外 とび土木工事

162 4000001325 631 （株）大阪防水建設社 宇賀　良太 大阪市天王寺区餌差町７－６ 市外 とび土木工事

163 4000000287 255 奥アンツーカ（株） 奥　洋治 大阪府東大阪市長田東３－２－７ 市外 とび土木工事

164 4000002201 476 (株)奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 市外 とび土木工事
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165 4000000230 557 開成工業（株） 鬼塚　善嗣 熊本県熊本市北区植木町石川４５０番地１ 市外 とび土木工事

166 4000000604 93 片山ストラテック（株） 北山　恭尚 大阪市大正区南恩加島６－２－２１ 市外 とび土木工事

167 4000002359 533 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 とび土木工事

168 4000000133 228 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 市外 とび土木工事

169 4000000025 355 管清工業（株） 長谷川　健司 世田谷区上用賀１－７－３ 市外 とび土木工事

170 4000002449 139 （株）木下築炉 安樂　真澄 大分市大字迫817番地 市外 とび土木工事

171 4000002313 301 九州化工建設（株） 福岡　修一 福岡市博多区比恵町９番２６号 市外 とび土木工事

172 4000001361 102 （株）九州体育施設 頓宮　正敏 大分県日田市大字高瀬１００５番地１ 市外 とび土木工事

173 4000001498 619 九州林産（株） 長　宣也 福岡市南区野間３丁目７番２０号 市外 とび土木工事

174 4000000245 334 九鉄工業（株） 甲斐　統治郎 福岡県北九州市門司区小森江３－１２－１０ 市外 とび土木工事

175 4000000173 569 （株）協和エクシオ 石川　國雄 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 市外 とび土木工事

176 4000002478 116 コウフ・フィールド（株） 加治木　英隆 福岡県福岡市博多区東那珂2-19-25 市外 とび土木工事

177 4000002372 490 国土防災技術（株） 柳内　克行 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 市外 とび土木工事

178 4000002249 347 (株)サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５丁目２０番１１号 市外 とび土木工事

179 4000002303 265 四国環境整備興業（株） 青野　岩夫 愛媛県今治市国分１－１－１８ 市外 とび土木工事

180 4000001979 589 新生テクノス（株） 杉本　章 東京都港区芝公園２丁目４番１号 市外 とび土木工事

181 4000002374 20 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 とび土木工事

182 4000000323 122 （株）スポーツテクノ和広 髙松　保雄 東京都品川区南大井３－６－１８ 市外 とび土木工事

183 4000002329 238 西武建設（株） 宮本　文夫 埼玉県所沢市くすのき台１丁目１１番地２ 市外 とび土木工事

184 4000000027 285 （株）錢高組 銭高　善雄 大阪市西区西本町２－２－１１ 市外 とび土木工事

185 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 とび土木工事

186 4000002368 70 タカオ（株） 高尾　典秀 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１ 市外 とび土木工事

187 4000001223 481 瀧上工業（株） 瀧上　晶義 愛知県半田市神明町１丁目１番地 市外 とび土木工事

188 4000000311 63 （株）竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 市外 とび土木工事

189 4000000083 46 鉄建建設（株） 橋口　誠之 東京都千代田区三崎町２－５－３ 市外 とび土木工事

190 4000002216 424 電気興業(株) 進藤　秀一 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 市外 とび土木工事

191 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 とび土木工事

192 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 とび土木工事

193 4000002041 126 東和スポーツ施設（株） 川谷　真輝 京都市左京区北白川下池田町７９－１ 市外 とび土木工事

194 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 とび土木工事

195 4000000042 616 飛島建設（株） 伊藤　寛治 神奈川県川崎市高津区坂戸３丁目２番１号 市外 とび土木工事

196 4000002421 652 （株）名村造船所 名村　建介 佐賀県伊万里市黒川町塩屋５番地１ 市外 とび土木工事

197 4000002466 505 西日本高速道路メンテナンス九州（株） 藤下　幸三 福岡市中央区舞鶴1丁目2番22号 市外 とび土木工事

198 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 とび土木工事

199 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 とび土木工事

200 4000001986 65 日本コムシス（株） 髙島　元 東京都品川区東五反田２－１７－１ 市外 とび土木工事

201 4000002425 94 （株）日本ピーエス 室　孝士 福井県敦賀市若泉町３ 市外 とび土木工事

202 4000000048 524 日本国土開発（株） 工藤　睦信 東京都港区赤坂４－９－９ 市外 とび土木工事

203 4000001125 7 日本体育施設（株） 奥　裕之 東京都中野区東中野３－２０－１０ 市外 とび土木工事

204 4000000754 128 ノダック（株） 帆足　紀幸 大阪府豊中市宝山町２３－１５ 市外 とび土木工事

205 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 とび土木工事
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206 4000002477 430 松田都市開発（株） 坂野　直樹 福岡市博多区東比恵2-18-12 市外 とび土木工事

207 4000001121 130 美津濃（株） 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 市外 とび土木工事

208 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 とび土木工事

209 4000002458 406 宮地エンジニアリング（株） 青田　重利 東京都中央区日本橋富沢町9-19 市外 とび土木工事

210 4000002380 33 矢木コーポレーション（株） 矢木　健一 長野県長野市真島町川合２０３６番地 市外 とび土木工事
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1 4000000119 186 旭開発（株） 黒木　豊幸 日向市向江町１－２００ 市内 石工事

2 4000000057 298 旭建設（株） 黒木　繁人 日向市向江町１－２００ 市内 石工事

3 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 石工事

4 4000000035 464 日本道路（株） 山口　宣男 東京都港区新橋１－６－５ 準市内 石工事

5 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 石工事

6 4000000437 300 （株）長谷川組 長谷川　明正 東臼杵郡門川町中須４－１７ 市外 石工事

7 4000001773 609 三井工業（株） 坂本　聡 延岡市大武町７７９－８ 市外 石工事

8 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 石工事

9 4000002398 607 （株）ガイアートＴ・Ｋ 前山　俊彦 東京都新宿区新小川町８－２７ 市外 石工事

10 4000001088 271 （株）ケイテック 木場　紋次 福岡市中央区赤坂１－１３－１０ 市外 石工事

11 4000000267 112 コーアツ工業（株） 白石　純孝 鹿児島市伊敷５－１７－５ 市外 石工事

12 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 石工事

13 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 石工事

14 4000000272 523 日特建設（株） 中森　保 東京都中央区銀座８－１４－１４ 市外 石工事

15 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 石工事

16 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 石工事

17 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 石工事

18 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 石工事

19 4000002165 606 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 石工事

20 4000000018 246 若築建設（株） 菅野　幸裕 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 市外 石工事

21 4000002249 347 (株)サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５丁目２０番１１号 市外 石工事

22 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 石工事

23 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 石工事

24 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 石工事

25 4000002466 505 西日本高速道路メンテナンス九州（株） 藤下　幸三 福岡市中央区舞鶴1丁目2番22号 市外 石工事

26 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 石工事

27 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 石工事

28 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 石工事
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番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

1 4000001963 141 （有）ダイコー板金工業 黒木　悦夫 日向市江良町４丁目１２５番地 市内 屋根工事

2 4000001754 541 協和産業（株） 村上　芳功 延岡市大武町１３７５番地の１ 準市内 屋根工事

3 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 屋根工事

4 4000000174 203 日新興業（株） 河野　孝夫 延岡市本小路７４ 準市内 屋根工事

5 4000002308 208 岩切商事（株） 伊地知　和憲 宮崎市高千穂通１－７－２４ 市外 屋根工事

6 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 屋根工事

7 4000002111 572 （株）さつき工業 鬼束　安章 宮崎市大字芳士９３７－３ 市外 屋根工事

8 4000002095 106 （株）ヒラヌマ 平沼　正二 宮崎市大塚町原ノ前1622番地 市外 屋根工事

9 4000000077 263 （株）宮防 村社　勝 宮崎市大字田吉１８８６番地 市外 屋根工事

10 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 屋根工事

11 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 屋根工事

12 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 屋根工事

13 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 屋根工事

14 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 屋根工事

15 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 屋根工事

16 4000000059 341 （株）竹中工務店 宮下　正裕 大阪市中央区本町４－１－１３ 市外 屋根工事

17 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 屋根工事

18 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 屋根工事

19 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 屋根工事

20 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 屋根工事
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1 4000000115 242 （株）柏田電業社 柏田　隆 日向市大字日知屋１５８９０ 市内 電気工事 A

2 4000000178 459 （有）和田電工社 和田　均 日向市大字日知屋木原１６３０８－１ 市内 電気工事 A

3 4000000063 153 （株）不二電気水道工業 寺田　太 日向市大字財光寺１２８６ 市内 電気工事 A

4 4000000215 240 （有）晃陽電業 児玉　晃 日向市曽根町４－８７ 市内 電気工事 A

5 4000000055 398 東九州電設工業（株） 石田　和平 日向市美々津町１２０３－２ 市内 電気工事 A

6 4000000357 493 （有）黒木電気消防 黒木　正博 日向市大字日知屋字塩田１６１８５－２ 市内 電気工事 A

7 4000000581 518 （有）黒木電気工事 黒木　高信 日向市大字財光寺４０２６－２０ 市内 電気工事 B

8 4000000250 268 （株）細島電業 日高　卓海 日向市大字財光寺６０８８ 市内 電気工事 B

9 4000000445 529 川口電気工業 川口　俊光 日向市大字財光寺２１７－６ 市内 電気工事 B

10 4000000577 162 日昇電業 松葉　正法 日向市大字財光寺１２７０－３ 市内 電気工事 B

11 4000000334 648 （有）児玉電設 兒玉　正秋 日向市原町４－６－３ 市内 電気工事 B

12 4000001523 600 （有）幸征電設 古川　征三 日向市大字財光寺８７１ 市内 電気工事 B

13 4000001560 315 寺原電業 寺原　信義 日向市東郷町山陰丙９７５－４ 市内 電気工事 B

14 4000000023 160 （株）吉田工業 吉田　孝一 日向市本町９－１９ 市内 電気工事 C

15 4000000013 58 日向合同電設（有） 尾前　茂喜 日向市北町１－２４ 市内 電気工事 C

16 4000001257 543 （有）共栄電工 黒木　治敏 日向市大字日知屋５７８１ 市内 電気工事 C

17 4000000519 89 塩見電気工事店 奈須　正紀 日向市大王町６丁目９１番地 市内 電気工事 C

18 4000000755 544 ハヤミ電気工事 治田　早美 日向市比良町４－１９９ 市内 電気工事 C

19 4000001973 35 インフ技研 佐藤　幹 日向市大字富高５３６０－４ 市内 電気工事 C

20 4000000308 149 二和電気工業（有） 児玉　勝朗 日向市亀崎西２丁目１６８番地 市内 電気工事 C

21 4000000074 486 （株）九電工 橋田　紘一 福岡市南区那の川１－２３－３５ 準市内 電気工事 A

22 4000000305 278 （株）九南 黒川　浩之 宮崎市大字赤江２番地 準市内 電気工事 A

23 4000000319 59 三桜電気工業（株） 大野　拓朗 宮崎市大字小松字下川原１１５８番地の１１ 準市内 電気工事 A

24 4000000415 472 （株）岸田電業 岸田　進喜 延岡市大貫町４－２９１８ 準市内 電気工事 A

25 4000000332 520 （株）イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下３１００－１ 準市内 電気工事 A

26 4000000380 316 （株）矢野興業 矢野　文昭 宮崎市橘通西５－１－２３ 準市内 電気工事 A

27 4000000504 147 大和開発（株） 境　一成 宮崎市高洲町２３５－３ 準市内 電気工事 A

28 4000000548 253 中村消防防災（株） 中村　隆美 宮崎市丸島町４－２１ 準市内 電気工事 B

29 4000001898 310 (株)興電舎 甲斐　稔康 延岡市浜町２２２番地１ 市外 電気工事 A

30 4000000449 387 （株）明光社 山下　幸春 宮崎市江平中町７－１０ 市外 電気工事 A

31 4000000456 445 西南電気（株） 廣末　誠 延岡市塩浜町４－１６４０－３１ 市外 電気工事 A

32 4000000425 431 旭進興業（株） 黒木　清数 延岡市別府町３９０３－２ 市外 電気工事 A

33 4000000383 181 （株）宮栄電設 甲斐　孝則 宮崎市大字島之内９７２８－７ 市外 電気工事 A

34 4000000166 69 （株）共立電機製作所 米良　充典 宮崎市赤江飛江田７９７ 市外 電気工事 A

35 4000002032 137 宮崎電業（株） 井川　高幸 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－２９ 市外 電気工事 A

36 4000000736 266 （株）小田電業 小田　満美 宮崎市波島１－４１－２９ 市外 電気工事 A

37 4000002030 287 三桜電設（株） 大野　篤則 延岡市川原崎町２１１９－２ 市外 電気工事 A

38 4000001307 376 (株)修電舎 一瀬　直行 延岡市大武町３９－１１２ 市外 電気工事 A

39 4000000385 297 （株）はまゆう電設 長友　廣志 宮崎市恒久南３－１２－１１ 市外 電気工事 A

40 4000001960 649 （株）電工社 田ノ上　守 宮崎市丸島町４番９号 市外 電気工事 A

41 4000001503 651 和光電設（株） 戸郷　義広 宮崎市村角町萩崎２６５６－１ 市外 電気工事 A
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42 4000000291 107 （株）延岡十電舎 牛島　宏 延岡市大武町５３０４－１ 市外 電気工事 A

43 4000001535 482 （株）カイチ電設 開地　俊昭 宮崎市太田３－７－４ 市外 電気工事 A

44 4000001239 50 押方電設（株） 押方　浩 高千穂町大字押方１２１５ 市外 電気工事 A

45 4000001341 2 （株）アサヒコア 畑　雄二 宮崎市大字小松９９４－２ 市外 電気工事 A

46 4000001639 214 （株）コム光成 串間　賢治 宮崎市太田１丁目３番３２号 市外 電気工事 A

47 4000002230 275 (株)中城電設 中城　昌平 延岡市川原崎町４６５－１ 市外 電気工事 A

48 4000000433 183 （株）池上冷熱 金子　宏 延岡市大武町３９－１６３ 市外 電気工事 A

49 4000001645 404 （株）アブニール 五反田　洋文 東臼杵郡門川町宮ヶ原２丁目５９番地 市外 電気工事 A

50 4000001347 537 （有）金丸電業 金丸　初幸 東臼杵郡門川町南町６－２４ 市外 電気工事 B

51 4000002307 204 （株）電計工業 前田　正暉 宮崎市大坪東３丁目１４番３８号 市外 電気工事 B

52 4000000483 317 （有）旭空調設備メンテナンス 山崎　曠 宮崎市大字芳士１９８７ 市外 電気工事 B

53 4000001087 28 （株）堀田商事 堀田　幸彦 延岡市浜町４１１－５ 市外 電気工事 B

54 4000002416 641 （有）坂元電機機械 坂元　幸彦 延岡市出北２丁目５番２号 市外 電気工事 B

55 4000002126 125 （有）宮崎テレビ共聴 垂水　幸宏 宮崎市大字広原字広見４５５１－１１ 市外 電気工事 B

56 4000002345 392 （株）白陽 日高　均 宮崎市高千穂通１－３－２６ 市外 電気工事 B

57 4000000527 195 （株）通信特機 伊東　恭志 延岡市別府町３０９０－１ 市外 電気工事 B

58 4000002460 419 （有）ホクトエンジニアリング 大羽　富義 延岡市北浦町三川内6010 市外 電気工事 C

59 4000002464 442 （有）ＡＤＶＡＮＣＥ．ＣＯＭ 須田　彰則 延岡市松原町3-8890-28 市外 電気工事 C

60 4000001895 353 宮崎ラビットポンプ(有) 関　圭一朗 宮崎市丸島町４番３４号 市外 電気工事 C

61 4000000310 40 大成建設（株） 山内　隆司 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 市外 電気工事 A

62 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 電気工事 A

63 4000000382 333 沖ウィンテック（株） 紀陸　保史 品川区北品川１－１９－４ 市外 電気工事 A

64 4000001977 332 西部電気工業（株） 宮川　一巳 福岡市博多区博多駅東３丁目７番１号 市外 電気工事 A

65 4000000889 552 ニシム電子工業（株） 梨田　一海 福岡市博多区美野島１－２－１ 市外 電気工事 A

66 4000000649 169 （株）明興テクノス 山ノ内　文治 鹿児島市小松原一丁目１０番８号 市外 電気工事 A

67 4000002019 54 日本無線（株） 土田　隆平 東京都三鷹市下連雀5丁目1番1号 市外 電気工事 A

68 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 電気工事 A

69 4000000125 4 扶桑建設工業（株） 上床　隆明 東京都中央区新川１丁目２３番５号 市外 電気工事 A

70 4000000363 113 隔測計装（株） 西塔　正典 福岡市南区寺塚１－２８－５ 市外 電気工事 A

71 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 電気工事 A

72 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 電気工事 A

73 4000000557 304 南九州向洋電機（株） 吉井　龍三 大阪府吹田市江の木町２０－１５ 市外 電気工事 A

74 4000002443 47 （株）エース・ウォーター 川島　潤一郎 福岡県福岡市博多区中呉服町3番11号 市外 電気工事 A

75 4000000696 473 （株）創電 井上　毅彦 福岡市南区長丘３－２３－２０ 市外 電気工事 A

76 4000001630 124 芝浦電子工業（株） 中田　正男 鹿児島県鹿児島市天保山町９－１７ 市外 電気工事 A

77 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 電気工事 A

78 4000000358 229 （株）ウォーターテック 美和　清二 東京都港区芝浦３－１６－１ 市外 電気工事 B

79 4000001986 65 日本コムシス（株） 髙島　元 東京都品川区東五反田２－１７－１ 市外 電気工事 A

80 4000000029 306 （株）きんでん 藤田　訓彦 大阪市北区本庄東２－３－４１ 市外 電気工事 A

81 4000000159 232 三菱電機（株） 山西　健一郎 千代田区丸の内２－７－３ 市外 電気工事 A

82 4000000022 250 （株）東芝 佐々木　則夫 東京都港区芝浦１－１－１ 市外 電気工事 A
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83 4000000500 592 東芝プラントシステム（株） 佐藤　健次 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目36-5 市外 電気工事 A

84 4000000157 21 日本電設工業（株） 江川　健太郎 台東区池之端１－２－２３ 市外 電気工事 A

85 4000000448 530 （株）日立製作所 中西　宏明 千代田区丸の内１丁目６番６号 市外 電気工事 A

86 4000001737 134 アズビル（株） 曽禰　寛純 東京都千代田区丸の内２－７－３ 市外 電気工事 A

87 4000000171 82 （株）明電舎 稲村　純三 東京都品川区大崎２－１－１ 市外 電気工事 A

88 4000002312 66 富士電機（株） 北澤　通宏 東京都品川区大崎１丁目１１番２号 市外 電気工事 A

89 4000000085 133 栗原工業（株） 栗原　信英 大阪市北区角田町１－１ 市外 電気工事 A

90 4000000542 115 住友電設（株） 磯部　正人 大阪市西区阿波座２－１－４ 市外 電気工事 A

91 4000001857 210 メタウォーター（株） 木田　友康 東京都港区虎ノ門４－３－１城山トラストタワー 市外 電気工事 A

92 4000000071 96 東光電気工事（株） 馬田　榮 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 市外 電気工事 A

93 4000000498 221 日新電機（株） 小畑　英明 京都市右京区梅津高畝町４７ 市外 電気工事 A

94 4000001979 589 新生テクノス（株） 杉本　章 東京都港区芝公園２丁目４番１号 市外 電気工事 A

95 4000000173 569 （株）協和エクシオ 石川　國雄 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 市外 電気工事 A

96 4000000117 213 （株）日立プラントテクノロジー 東原　敏昭 東京都豊島区東池袋４－５－２ 市外 電気工事 A

97 4000002193 44 三機工業(株) 梶浦　卓一 東京都中央区明石町８番１号 市外 電気工事 A

98 4000002324 385 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 早川　利文 東京都台東区東上野５丁目２４－８ 市外 電気工事 A

99 4000001966 410 三菱電機ビルテクノサービス（株） 石川　正美 東京都千代田区有楽町１丁目７番１号 市外 電気工事 A

100 4000000252 110 横河電機（株） 海堀　周造 東京都武蔵野市中町２－９－３２ 市外 電気工事 A

101 4000000080 3 （株）ＧＳユアサ 依田　誠 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 市外 電気工事 A

102 4000002018 395 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 和田　雅夫 東京都文京区後楽2丁目6番1号 市外 電気工事 A

103 4000001964 9 （株）安川電機 津田　純嗣 北九州市八幡西区黒崎城石２番１号 市外 電気工事 A

104 4000001634 136 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 岩佐　次夫 東京都中央区銀座８－２１－１ 市外 電気工事 A

105 4000002445 62 （株）高岳製作所 尾﨑　功 東京都中央区明石町8-1 市外 電気工事 A

106 4000000046 468 日比谷総合設備（株） 野村　春紀 東京都港区芝浦四丁目２番８号 市外 電気工事 A

107 4000001982 483 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 籾井　丈一郎 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 市外 電気工事 A

108 4000001069 218 シンフォニアテクノロジー（株） 武藤　昌三 東京都港区芝大門１－１－３０ 市外 電気工事 A

109 4000001996 282 東邦電気工業（株） 内田　滋 東京都渋谷区恵比寿１丁目１９番２３号 市外 電気工事 A

110 4000001883 626 （株）ミライト 鈴木　正俊 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 市外 電気工事 A

111 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 電気工事 A

112 4000002028 663 三菱マテリアルテクノ（株） 稲葉　善明 東京都千代田区九段北１－１４－１６ 市外 電気工事 A

113 4000001062 83 九州電気システム（株） 藤田　賢一 北九州市門司区小森江３－９－１５ 市外 電気工事 A

114 4000002315 26 パナソニックＥＳエンジニアリング（株） 長尾　久和 大阪市中央区城見２－１－６１ 市外 電気工事 A

115 4000000635 628 サンワコムシスエンジニアリング（株） 奥　要治 東京都杉並区高円寺南２－１２－３ 市外 電気工事 A

116 4000000414 299 八千代電設工業（株） 岩橋　貞雄 大阪市中央区森ノ宮中央１－１－３８ 市外 電気工事 A

117 4000002025 211 （株）正興電機製作所 井上　信之 福岡市博多区東光２－７－２５ 市外 電気工事 A

118 4000000462 48 旭日電気工業（株） 富井　弘之 東京都世田谷区新町１－２１－１２ 市外 電気工事 A

119 4000001517 451 （株）ナカボーテック 江藤　勝利 東京都中央区新川２－５－２ 市外 電気工事 A

120 4000000627 56 （株）エヌエイチケイアイテック 永井　研二 東京都渋谷区神南１－４－１ 市外 電気工事 A

121 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 電気工事 A

122 4000000176 632 （株）酉島製作所 原田　耕太郎 大阪府高槻市宮田町１－１－８ 市外 電気工事 A

123 4000000888 502 愛知時計電機（株） 鈴木　登 名古屋市熱田区千年１－２－７０ 市外 電気工事 A
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124 4000002359 533 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 電気工事 A

125 4000002452 178 富士通フロンテック（株） 利根　廣貞 東京都稲城市矢野口1776番地 市外 電気工事 A

126 4000002319 98 （株）日立国際電気 篠本　学 東京都千代田区外神田４－１４－１ 市外 電気工事 A

127 4000002216 424 電気興業(株) 進藤　秀一 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 市外 電気工事 A

128 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 電気工事 A

129 4000000599 175 東芝電機サービス（株） 吉田　聡 東京都新宿区西新宿２－７－１ 市外 電気工事 A

130 4000002322 630 丸茂電機（株） 丸茂　正俊 東京都千代田区神田須田町１－２４ 市外 電気工事 A

131 4000001216 260 荏原実業（株） 鈴木　久司 東京都中央区銀座７丁目１４番１号 市外 電気工事 A

132 4000002115 656 富士通ネットワークソリューションズ（株） 飯田　春幸 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番2号 市外 電気工事 A

133 4000000257 29 オルガノ（株） 内田　裕行 東京都江東区新砂一丁目２番８号 市外 電気工事 A

134 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 電気工事 A

135 4000001242 596 （株）富士通エフサス 今井　幸隆 神奈川県川崎市中原区中丸子13番2 市外 電気工事 A

136 4000002201 476 (株)奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 市外 電気工事 A

137 4000000161 258 協和機電工業（株） 坂井　秀之 長崎市川口町１０－２ 市外 電気工事 A

138 4000002331 119 シンフォニアエンジニアリング（株） 桐村　和洋 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９番地９６ 市外 電気工事 A

139 4000000070 281 （株）菅原 古江　訓雄 北九州市八幡東区西本町３－２－５ 市外 電気工事 A

140 4000002374 20 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 電気工事 A

141 4000002462 422 横河フィールドエンジニアリングサービス（株） 新井　洋司 東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 市外 電気工事 A

142 4000001237 662 （株）松村電機製作所 松村　秀一 東京都文京区根津２－１２－１ 市外 電気工事 A

143 4000002342 288 （株）富士通マーケティング 古川　章 東京都文京区後楽１－７－２７ 市外 電気工事 A

144 4000000499 206 飯塚電機工業（株） 松尾　修一 熊本市中央区十禅寺１－４－１２ 市外 電気工事 A

145 4000001616 456 東京計器（株） 脇　憲一 東京都大田区南蒲田２丁目１６番４６号 市外 電気工事 A

146 4000001873 129 シンク・エンジニアリング(株) 岡村　國弘 東京都目黒区自由が丘３－１６－１５ 市外 電気工事 A

147 4000000083 46 鉄建建設（株） 橋口　誠之 東京都千代田区三崎町２－５－３ 市外 電気工事 A

148 4000002240 80 佐藤工業(株) 山田　秀之 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 市外 電気工事 A

149 4000002467 546 東芝エルティーエンジニアリング（株） 吉田　章 神奈川県横須賀市船越町1-201-1 市外 電気工事 A

150 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 電気工事 A

151 4000001604 531 （株）ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 東京都新宿区東五軒町３番２５号 市外 電気工事 A

152 4000000443 212 末松九機（株） 木原　清 福岡市博多区美野島２－１－２９ 市外 電気工事 A

153 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 電気工事 A

154 4000002106 159 千代田計装（株） 重松　行生 福岡県福岡市早良区百道１－１８－２５ 市外 電気工事 A

155 4000000027 285 （株）錢高組 銭高　善雄 大阪市西区西本町２－２－１１ 市外 電気工事 A

156 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 電気工事 A

157 4000000048 524 日本国土開発（株） 工藤　睦信 東京都港区赤坂４－９－９ 市外 電気工事 A

158 4000002112 574 日米電子（株） 湯淺　米男 福岡市中央区白金１－１３－１０ 市外 電気工事 A

159 4000000066 642 （株）石垣 石垣　真 東京都中央区京橋１－１－１ 市外 電気工事 A

160 4000002391 666 東芝通信インフラシステムズ（株） 木越　芳宣 東京都府中市東芝町１番地 市外 電気工事 A

161 4000002203 272 プライムシステム(株) 前田　敬二郎 熊本県熊本市中央区水前寺６－３－１２ 市外 電気工事 A

162 4000002139 257 富士建設工業（株） 鳴海　武徳 新潟市北区島見町３３０７番地１６ 市外 電気工事 A

163 4000000653 551 （株）沖電気カスタマアドテック 入谷　百拡 東京都江東区木場２－７－２３ 市外 電気工事 A

164 4000002380 33 矢木コーポレーション（株） 矢木　健一 長野県長野市真島町川合２０３６番地 市外 電気工事 A
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165 4000002190 480 新明和アクアテクサービス(株) 立助　政夫 兵庫県芦屋市打出町７－１８ 市外 電気工事 A

166 4000001869 10 (株)サンケン・エンジニアリング 林田　剛志 福岡市南区大楠２丁目１３－７ 市外 電気工事 A

167 4000000390 413 極東サービス（株） 島田　直弥 千葉県八千代市上高野１８２３－１ 市外 電気工事 B

168 4000001952 118 アイム電機工業（株） 小野　隆二郎 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３番４号 市外 電気工事 B

169 4000002328 567 （株）プランテムタナカ 田中　義郎 鹿児島市七ツ島１丁目１番２６号 市外 電気工事 B

170 4000002366 362 （株）日立プラントメカニクス 橋本　直人 山口県下松市大字東豊井７９４番地 市外 電気工事 B

171 4000000230 557 開成工業（株） 鬼塚　善嗣 熊本県熊本市北区植木町石川４５０番地１ 市外 電気工事 B

172 4000002442 6 フコク電興（株） 中島　健司 福岡県福岡市博多区山王1-15-8 市外 電気工事 B

173 4000000297 330 蔵田工業（株） 蔵田　元 福岡市南区那ノ川２－１－１７ 市外 電気工事 B

174 4000002215 576 (株)豊島メック 中西　斉隆 鹿児島県鹿児島市玉里町２番２号 市外 電気工事 C

- 27 -



番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

1 4000000388 342 （株）日備 山村　健司 日向市永江町２丁目５８番地 市内 管工事 A

2 4000000237 432 （株）ビスイ 矢野　美治 日向市北町２－４５ 市内 管工事 A

3 4000000112 318 （株）甲斐設備工業 甲斐　聖三 日向市大字財光寺４０５ 市内 管工事 A

4 4000000301 507 （株）コダマ設備工業 児玉　義男 日向市大字財光寺２７９－２ 市内 管工事 A

5 4000000040 148 （株）佐藤設備 佐藤　修己 日向市迎洋園２丁目５５番地 市内 管工事 A

6 4000000023 160 （株）吉田工業 吉田　孝一 日向市本町９－１９ 市内 管工事 A

7 4000000006 553 （株）カトウ 加藤　好 日向市大字富高３０１－１ 市内 管工事 A

8 4000000011 339 アイワ（株） 春山　晃久 日向市原町１－８４ 市内 管工事 A

9 4000000471 114 （株）伊東冷熱工業 伊東　貞輔 日向市永江町３－５５ 市内 管工事 A

10 4000000137 640 （株）日向中島鉄工所 島原　俊英 日向市大字日知屋１７１４８－９ 市内 管工事 A

11 4000000160 501 富高水道工務店 安部　功二郎 日向市大字財光寺４８６３－３０ 市内 管工事 A

12 4000000359 527 （有）小泉管工事工務店 小泉　應和 日向市梶木町２丁目３２番地 市内 管工事 A

13 4000000666 87 （有）髙山産業開発 髙山　修 日向市東郷町八重原迫野内８１９ 市内 管工事 B

14 4000000640 274 （株）三郎建設 黒木　三郎 日向市東郷町山陰丙１４７９－７ 市内 管工事 B

15 4000000523 555 丸邦産業（株） 奈須　邦男 日向市大字富高２８９－２ 市内 管工事 B

16 4000000199 439 （有）協誠鐵工 兒玉　孝子 日向市大字財光寺１３４２ 市内 管工事 B

17 4000000063 153 （株）不二電気水道工業 寺田　太 日向市大字財光寺１２８６ 市内 管工事 B

18 4000000008 324 （有）松葉建設 松葉　正登 日向市大字平岩１２３５９ 市内 管工事 B

19 4000000641 140 （株）五幸建設 河野　裕介 日向市大字日知屋４７２６－１０ 市内 管工事 B

20 4000000009 167 倉本鐵工（株） 倉本　重利 日向市大字日知屋１７３０５ 市内 管工事 B

21 4000000516 192 東洋プロパン瓦斯（株） 後藤　拓郎 日向市大字日知屋字亀川１７３３０ 市内 管工事 B

22 4000000010 338 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 管工事 B

23 4000000689 447 （有）双葉設備 岩切　幸雄 日向市梶木町１－６６ 市内 管工事 B

24 4000000495 243 （有）日向冷熱工業 中村    悟 日向市亀崎東１－３１ 市内 管工事 B

25 4000000258 187 細島水道設備 寺原　義明 日向市平野町１－２７ 市内 管工事 B

26 4000000898 294 岩倉設備 岩倉　裕幸 日向市大字財光寺５７１９－２ 市内 管工事 B

27 4000001734 506 （株）アイテック 青木　一志 日向市大字財光寺２７９－２ 市内 管工事 B

28 4000000623 540 あさひ産業（株） 西村　賢一 日向市大字日知屋１５８３７番地 市内 管工事 C

29 4000001640 400 （有）菊池建設 菊池　幹男 日向市東郷町山陰丙１７７５番地３ 市内 管工事 C

30 4000000057 298 旭建設（株） 黒木　繁人 日向市向江町１－２００ 市内 管工事 C

31 4000000384 358 （株）黒高組 黒木　耕作 日向市大字日知屋１３１７０ 市内 管工事 C

32 4000000296 433 海野建設（株） 海野　洋光 日向市東郷町山陰丙５８２－１ 市内 管工事 C

33 4000001101 273 （有）東耀開発 根本　芳孝 日向市東郷町山陰己１０７０－１ 市内 管工事 C

34 4000000215 240 （有）晃陽電業 児玉　晃 日向市曽根町４－８７ 市内 管工事 C

35 4000000400 326 （有）クリーン日向 鈴木　正一郎 日向市大字富高字荒平５９６１－１ 市内 管工事 C

36 4000001236 321 （有）黒木化工 黒木　繁伸 日向市大字富高５９９５ 市内 管工事 C

37 4000000445 529 川口電気工業 川口　俊光 日向市大字財光寺２１７－６ 市内 管工事 C

38 4000001643 438 （株）オオタエンジニアリング 太田　隆 日向市船場町１番地１ 市内 管工事 C

39 4000001644 197 （有）シンキ冷設 伊東　喜久男 日向市中堀町１丁目４３番地 市内 管工事 C

40 4000002080 554 日水設備（株） 加藤　恭子 日向市大字塩見字新道ヶ下１０７８８番地 市内 管工事 C

41 4000000663 594 東洋設備工業（有） 落合　智久 日向市向江町１－１４８ 市内 管工事 C
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42 4000000513 522 （株）ヨシミ 徳永　勝機 日向市大字日知屋１７３２５ 市内 管工事 C

43 4000000451 604 ヤマサキ設備 山崎　学 日向市比良町４－７３ 市内 管工事 C

44 4000000371 532 （株）やまかわ興産 河野　利久 日向市大字細島６６７－１２ 市内 管工事 C

45 4000000259 88 （株）木田工業 木田　徳夫 日向市大字日知屋17062-37 市内 管工事 C

46 4000002259 454 向陽設備 黒木　富規 日向市大字平岩６４４９番地４２ 市内 管工事 C

47 4000002473 305 河野工業 河野　静男 日向市大字日知屋1383-51 市内 管工事 C

48 4000000074 486 （株）九電工 橋田　紘一 福岡市南区那の川１－２３－３５ 準市内 管工事 A

49 4000000306 364 （株）坂下組 坂下　利博 小林市細野３９１－１ 準市内 管工事 A

50 4000002246 173 (株)志多組 志多　宏彦 宮崎市高千穂通１－４－３０ 準市内 管工事 A

51 4000000122 357 吉原建設（株） 岩元　光男 都城市中原町３２－１ 準市内 管工事 A

52 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 管工事 B

53 4000000114 446 （株）ニチボー 山岡　正基 福岡市博多区板付４－７－２８ 準市内 管工事 B

54 4000000332 520 （株）イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下３１００－１ 準市内 管工事 B

55 4000001329 437 豊松建設（株） 松下　征雄 延岡市大武町1323番地 準市内 管工事 B

56 4000000319 59 三桜電気工業（株） 大野　拓朗 宮崎市大字小松字下川原１１５８番地の１１ 準市内 管工事 B

57 4000000380 316 （株）矢野興業 矢野　文昭 宮崎市橘通西５－１－２３ 準市内 管工事 B

58 4000000548 253 中村消防防災（株） 中村　隆美 宮崎市丸島町４－２１ 準市内 管工事 C

59 4000002476 646 セイユウ設備 河野　哲也 宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末9132番地 準市内 管工事 C

60 4000000203 322 江坂設備工業（株） 長倉　康治 宮崎市橘通西５－２－３３ 市外 管工事 A

61 4000000017 621 清本鉄工（株） 清本　英男 延岡市土々呂町６－１６３３ 市外 管工事 A

62 4000000433 183 （株）池上冷熱 金子　宏 延岡市大武町３９－１６３ 市外 管工事 A

63 4000001956 568 （株）内田工業 小田　賢一 宮崎市大工３丁目２７８番地１ 市外 管工事 A

64 4000001112 156 （株）宮日設備 長瀬　清 宮崎市江平東町８－２０ 市外 管工事 A

65 4000000449 387 （株）明光社 山下　幸春 宮崎市江平中町７－１０ 市外 管工事 A

66 4000000692 73 （株）桜木組 櫻木　博巳 都城市高城町桜木１６９３－２ 市外 管工事 A

67 4000002088 611 （株）興洋 土居　洋祐 宮崎県延岡市長浜町１－１７９５ 市外 管工事 A

68 4000002456 261 （株）アメックス 上山　泰寛 宮崎市江平東町10-6 市外 管工事 A

69 4000000393 81 宮崎南菱冷熱（株） 大野　光昭 宮崎市潮見町１００－１ 市外 管工事 A

70 4000000483 317 （有）旭空調設備メンテナンス 山崎　曠 宮崎市大字芳士１９８７ 市外 管工事 A

71 4000001233 383 ナンテック（株） 中園　英邦 宮崎市大字島之内境田６５２４－２２ 市外 管工事 A

72 4000002124 469 （株）小田工業 小田　茂行 延岡市浜町４７２４番地６９ 市外 管工事 B

73 4000002095 106 （株）ヒラヌマ 平沼　正二 宮崎市大塚町原ノ前1622番地 市外 管工事 B

74 4000001239 50 押方電設（株） 押方　浩 高千穂町大字押方１２１５ 市外 管工事 B

75 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 管工事 B

76 4000000081 152 上田工業（株） 森　龍彦 延岡市古城町５－４６ 市外 管工事 B

77 4000000437 300 （株）長谷川組 長谷川　明正 東臼杵郡門川町中須４－１７ 市外 管工事 B

78 4000000434 78 （株）池上鉄工所 松田　清 延岡市大武町３９－６ 市外 管工事 B

79 4000002236 207 正和プラント(株) 前田　正暉 宮崎市大坪東３丁目１４番３８号 市外 管工事 B

80 4000002469 562 九州建設工業（株） 山下　寛治 宮崎市天満2丁目6番13号 市外 管工事 B

81 4000002197 343 (株)南日本環境センター 安在　哲幸 宮崎県延岡市小野町４１３８番地１ 市外 管工事 B

82 4000001898 310 (株)興電舎 甲斐　稔康 延岡市浜町２２２番地１ 市外 管工事 B
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83 4000001089 235 小川水道設備 小川　宗利 門川町南町２丁目４２番地 市外 管工事 B

84 4000002310 418 日米ケミック（株） 山本　有志 宮崎市大字赤江字飛江田１７９７番地４ 市外 管工事 B

85 4000002123 654 （株）真鍋機械工業所 真鍋　秀泰 延岡市大武町４５９６ 市外 管工事 B

86 4000000974 409 （有）南日本設備サービス 安在　哲幸 延岡市小野町４１３８－６ 市外 管工事 B

87 4000000753 245 （株）中野管理 泉　ヨシ子 宮崎市吉村町江田原甲２２０－３ 市外 管工事 B

88 4000002416 641 （有）坂元電機機械 坂元　幸彦 延岡市出北２丁目５番２号 市外 管工事 B

89 4000002451 177 （株）ヒュウガ化工 弥富　勝美 延岡市土々呂町6-1618-1 市外 管工事 C

90 4000000897 295 陽水工業（有） 田代　増夫 延岡市土々呂町６丁目１６３２番３ 市外 管工事 C

91 4000001863 108 (有)ホキタ産業 橋口　一彦 東臼杵郡美郷町西郷区田代９０５６番地１ 市外 管工事 C

92 4000000704 549 大和物産（株） 児玉　寛太郎 都城市高木町７０３０番地 市外 管工事 C

93 4000002450 163 堀工業（有） 堀　厚 東臼杵郡門川町南ヶ丘1-76 市外 管工事 C

94 4000000723 460 エステー開発（株） 田浦　希 延岡市旭ヶ丘６－７－１ 市外 管工事 C

95 4000002460 419 （有）ホクトエンジニアリング 大羽　富義 延岡市北浦町三川内6010 市外 管工事 C

96 4000001971 566 新菱冷熱工業（株） 加賀美　猛 東京都新宿区四谷２丁目４番地 市外 管工事 A

97 4000000219 348 高砂熱学工業（株） 大内　厚 千代田区神田駿河台４－２－５ 市外 管工事 A

98 4000000279 99 ダイダン（株） 植林　信一 大阪市西区江戸堀１－９－２５ 市外 管工事 A

99 4000001948 423 三建設備工業（株） 松井　栄一 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目３５番８号 市外 管工事 A

100 4000000310 40 大成建設（株） 山内　隆司 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 市外 管工事 A

101 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 管工事 A

102 4000001976 49 （株）菱熱 清田　均 福岡市博多区博多駅南１丁目８番１３号 市外 管工事 A

103 4000000125 4 扶桑建設工業（株） 上床　隆明 東京都中央区新川１丁目２３番５号 市外 管工事 A

104 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 管工事 A

105 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 管工事 A

106 4000001978 8 （株）トーケミ 細谷　一彦 大阪府大阪市淀川区田川北１丁目１２番１１号 市外 管工事 A

107 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 管工事 B

108 4000000696 473 （株）創電 井上　毅彦 福岡市南区長丘３－２３－２０ 市外 管工事 B

109 4000002193 44 三機工業(株) 梶浦　卓一 東京都中央区明石町８番１号 市外 管工事 A

110 4000001966 410 三菱電機ビルテクノサービス（株） 石川　正美 東京都千代田区有楽町１丁目７番１号 市外 管工事 A

111 4000002209 367 新日本空調(株) 高橋　薫 東京都中央区日本橋浜町二丁目３１番１号 市外 管工事 A

112 4000000295 254 （株）朝日工業社 髙須　康有 東京都港区浜松町１－２５－７ 市外 管工事 A

113 4000000234 635 東洋熱工業（株） 太田　勝志 東京都中央区銀座１丁目１６番７号友泉銀座ビル 市外 管工事 A

114 4000000117 213 （株）日立プラントテクノロジー 東原　敏昭 東京都豊島区東池袋４－５－２ 市外 管工事 A

115 4000000046 468 日比谷総合設備（株） 野村　春紀 東京都港区芝浦四丁目２番８号 市外 管工事 A

116 4000002005 45 斎久工業（株） 篠原　忠彦 東京都千代田区大手町２丁目６番２号 市外 管工事 A

117 4000001737 134 アズビル（株） 曽禰　寛純 東京都千代田区丸の内２－７－３ 市外 管工事 A

118 4000002192 336 大成温調(株) 山口　隆義 東京都品川区大井１－４７－１ 市外 管工事 A

119 4000002171 550 （株）テクノ菱和 阿部　捷司 東京都豊島区南大塚２－２６－２０ 市外 管工事 A

120 4000000233 647 （株）三晃空調 齋藤　明 大阪市北区西天満３－１３－２０ 市外 管工事 A

121 4000002444 60 須賀工業（株） 森井　省三 東京都台東区上野5-18-10 市外 管工事 A

122 4000000902 661 （株）日立ビルシステム 佐々木　英一 東京都千代田区神田美土代町７ 市外 管工事 A

123 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 管工事 A
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124 4000001982 483 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 籾井　丈一郎 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 市外 管工事 A

125 4000002384 217 （株）荏原製作所 矢後　夏之助 東京都大田区羽田旭町１１番１号 市外 管工事 A

126 4000000173 569 （株）協和エクシオ 石川　國雄 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 市外 管工事 A

127 4000000171 82 （株）明電舎 稲村　純三 東京都品川区大崎２－１－１ 市外 管工事 A

128 4000002198 577 （株）日立プラントサービス 村山　義治 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン6034階 市外 管工事 A

129 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 管工事 A

130 4000002201 476 (株)奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 市外 管工事 A

131 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 管工事 A

132 4000002448 138 （株）中西製作所 中西　昭夫 大阪府大阪市生野区巽南5丁目4番14号 市外 管工事 A

133 4000002318 328 （株）鶴見製作所 辻本　治 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１６番４０号 市外 管工事 A

134 4000002374 20 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 管工事 A

135 4000001074 474 （株）ＩＨＩ回転機械 村井　秀之 東京都江東区東雲１－７－１２ 市外 管工事 A

136 4000001736 174 荏原冷熱システム（株） 大谷　広司 東京都大田区大森北３－２－１６ 市外 管工事 A

137 4000002324 385 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 早川　利文 東京都台東区東上野５丁目２４－８ 市外 管工事 A

138 4000002166 564 大成機工（株） 鈴木　仁 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００ 市外 管工事 A

139 4000001216 260 荏原実業（株） 鈴木　久司 東京都中央区銀座７丁目１４番１号 市外 管工事 A

140 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 管工事 A

141 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 管工事 A

142 4000001325 631 （株）大阪防水建設社 宇賀　良太 大阪市天王寺区餌差町７－６ 市外 管工事 A

143 4000000501 61 （株）ダイキアクシス 大亀　裕 愛媛県松山市美沢１－９－１ 市外 管工事 A

144 4000001888 256 (株)西原環境 西原　幸志 東京都港区海岸3丁目20番20号 市外 管工事 A

145 4000002240 80 佐藤工業(株) 山田　秀之 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 市外 管工事 A

146 4000001242 596 （株）富士通エフサス 今井　幸隆 神奈川県川崎市中原区中丸子13番2 市外 管工事 A

147 4000000083 46 鉄建建設（株） 橋口　誠之 東京都千代田区三崎町２－５－３ 市外 管工事 A

148 4000002224 363 アムズ(株) 谷口　敏 石川県金沢市西泉３－９２ 市外 管工事 A

149 4000002206 36 積水アクアシステム(株) 西村　章 大阪市北区大淀中１丁目１番３０号梅田スカイビルタワーウエスト２１階 市外 管工事 A

150 4000000027 285 （株）錢高組 銭高　善雄 大阪市西区西本町２－２－１１ 市外 管工事 A

151 4000001120 511 新明和工業（株） 大西　良弘 宝塚市新明和町１－１ 市外 管工事 A

152 4000000499 206 飯塚電機工業（株） 松尾　修一 熊本市中央区十禅寺１－４－１２ 市外 管工事 A

153 4000000410 280 ドリコ（株） 小松　伸一郎 東京都台東区東上野４－８－１ 市外 管工事 A

154 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 管工事 A

155 4000002187 37 （株）ＮＮＣエンジニアリング 青柳　良孝 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 市外 管工事 A

156 4000000048 524 日本国土開発（株） 工藤　睦信 東京都港区赤坂４－９－９ 市外 管工事 A

157 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 管工事 A

158 4000001979 589 新生テクノス（株） 杉本　章 東京都港区芝公園２丁目４番１号 市外 管工事 A

159 4000000070 281 （株）菅原 古江　訓雄 北九州市八幡東区西本町３－２－５ 市外 管工事 A

160 4000000133 228 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 市外 管工事 A

161 4000002359 533 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 管工事 A

162 4000000473 570 共和化工（株） 吉村　俊治 品川区西五反田７－２５－１９ 市外 管工事 A

163 4000002139 257 富士建設工業（株） 鳴海　武徳 新潟市北区島見町３３０７番地１６ 市外 管工事 A

164 4000002190 480 新明和アクアテクサービス(株) 立助　政夫 兵庫県芦屋市打出町７－１８ 市外 管工事 A
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165 4000000369 475 住友重機械エンバイロメント（株） 牛山　仁司 東京都品川区西五反田７丁目２５番９号 市外 管工事 A

166 4000002301 659 （株）ヒラカワ 平川　晋一 大阪市北区大淀北１－９－３６ 市外 管工事 A

167 4000001497 209 内海プラント（株） 柏　正敏 岡山市東区楢原５４２番地 市外 管工事 A

168 4000001952 118 アイム電機工業（株） 小野　隆二郎 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３番４号 市外 管工事 A

169 4000002328 567 （株）プランテムタナカ 田中　義郎 鹿児島市七ツ島１丁目１番２６号 市外 管工事 A

170 4000001873 129 シンク・エンジニアリング(株) 岡村　國弘 東京都目黒区自由が丘３－１６－１５ 市外 管工事 B

171 4000002104 366 ワセダ技研（株） 坂口　善己 東京都中央区東日本橋2-24-14 市外 管工事 B

172 4000000230 557 開成工業（株） 鬼塚　善嗣 熊本県熊本市北区植木町石川４５０番地１ 市外 管工事 B

173 4000001556 345 （株）テクネ 原　正泰 福岡市博多区麦野１－１３－６ 市外 管工事 B

174 4000002303 265 四国環境整備興業（株） 青野　岩夫 愛媛県今治市国分１－１－１８ 市外 管工事 B

175 4000000297 330 蔵田工業（株） 蔵田　元 福岡市南区那ノ川２－１－１７ 市外 管工事 B

176 4000002446 72 （株）ベルテクノ 鈴木　洋 愛知県名古屋市中区栄2丁目5番1号 市外 管工事 B

177 4000002167 500 （株）伊藤鐵工所 敷島　哲也 静岡県静岡市清水区幸町２－１２ 市外 管工事 B

178 4000001740 397 アムコン（株） 佐々木　昌一 神奈川県横浜市港北区新羽町1926 市外 管工事 C

179 4000000756 415 （株）カブード 橋本　恒幸 福岡市早良区内野４丁目１４番８号 市外 管工事 C

180 4000000435 11 （株）研進産業 城戸　隆秀 福岡市西区福重２－５－１６ 市外 管工事 C
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番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

1 4000002248 614 辻左建 辻　敦史 日向市浜町３－６８ 市内 タイル・れんが・ブロック工事

2 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 タイル・れんが・ブロック工事

3 4000002308 208 岩切商事（株） 伊地知　和憲 宮崎市高千穂通１－７－２４ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

4 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

5 4000000973 340 （株）佐藤技研 佐藤　綾彦 東臼杵郡門川町加草２２８３番地７ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

6 4000001946 548 大和コーケン（株） 児玉　静子 宮崎市稗原町１１番地１ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

7 4000000704 549 大和物産（株） 児玉　寛太郎 都城市高木町７０３０番地 市外 タイル・れんが・ブロック工事

8 4000002095 106 （株）ヒラヌマ 平沼　正二 宮崎市大塚町原ノ前1622番地 市外 タイル・れんが・ブロック工事

9 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 タイル・れんが・ブロック工事

10 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

11 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

12 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

13 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 タイル・れんが・ブロック工事

14 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 タイル・れんが・ブロック工事

15 4000002461 421 栫築炉工業（株） 栫　勝博 千葉県佐倉市上志津1117番地4 市外 タイル・れんが・ブロック工事

16 4000002449 139 （株）木下築炉 安樂　真澄 大分市大字迫817番地 市外 タイル・れんが・ブロック工事

17 4000002403 75 虹技（株） 堀田　一之 姫路市大津区勘兵衛町４－１ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

18 4000002374 20 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

19 4000000059 341 （株）竹中工務店 宮下　正裕 大阪市中央区本町４－１－１３ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

20 4000001525 251 中国炉（株） 平本　満 山口県宇部市大字棚井字蓮田５０６－１ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

21 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

22 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

23 4000001497 209 内海プラント（株） 柏　正敏 岡山市東区楢原５４２番地 市外 タイル・れんが・ブロック工事

24 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

25 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 タイル・れんが・ブロック工事

26 4000002139 257 富士建設工業（株） 鳴海　武徳 新潟市北区島見町３３０７番地１６ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

27 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 タイル・れんが・ブロック工事

28 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 タイル・れんが・ブロック工事
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番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

1 4000000119 186 旭開発（株） 黒木　豊幸 日向市向江町１－２００ 市内 鋼構造物工事

2 4000000057 298 旭建設（株） 黒木　繁人 日向市向江町１－２００ 市内 鋼構造物工事

3 4000001539 545 薄田工業 薄田　和繁 日向市大字日知屋１５８５９－１ 市内 鋼構造物工事

4 4000001643 438 （株）オオタエンジニアリング 太田　隆 日向市船場町１番地１ 市内 鋼構造物工事

5 4000000006 553 （株）カトウ 加藤　好 日向市大字富高３０１－１ 市内 鋼構造物工事

6 4000000127 202 木倉建設（株） 黒木　嘉郎 日向市大字日知屋１６７４７ 市内 鋼構造物工事

7 4000000259 88 （株）木田工業 木田　徳夫 日向市大字日知屋17062-37 市内 鋼構造物工事

8 4000000199 439 （有）協誠鐵工 兒玉　孝子 日向市大字財光寺１３４２ 市内 鋼構造物工事

9 4000000463 196 （株）キヨモトテックイチ 清本　康夫 日向市亀崎東１－２５－１ 市内 鋼構造物工事

10 4000000009 167 倉本鐵工（株） 倉本　重利 日向市大字日知屋１７３０５ 市内 鋼構造物工事

11 4000002080 554 日水設備（株） 加藤　恭子 日向市大字塩見字新道ヶ下１０７８８番地 市内 鋼構造物工事

12 4000002082 655 (有)ひむかＴＥＣ 志賀　栄一 日向市北町２丁目８７番地 市内 鋼構造物工事

13 4000000137 640 （株）日向中島鉄工所 島原　俊英 日向市大字日知屋１７１４８－９ 市内 鋼構造物工事

14 4000000001 1 宮前建設（株） 宮前　隆之 日向市大字日知屋１６７５１番地 市内 鋼構造物工事

15 4000000513 522 （株）ヨシミ 徳永　勝機 日向市大字日知屋１７３２５ 市内 鋼構造物工事

16 4000001496 188 （株）旭友 井ノ上　修二 宮崎市大字本郷北方字境田３０４１番地１ 準市内 鋼構造物工事

17 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 鋼構造物工事

18 4000000306 364 （株）坂下組 坂下　利博 小林市細野３９１－１ 準市内 鋼構造物工事

19 4000002246 173 (株)志多組 志多　宏彦 宮崎市高千穂通１－４－３０ 準市内 鋼構造物工事

20 4000000035 464 日本道路（株） 山口　宣男 東京都港区新橋１－６－５ 準市内 鋼構造物工事

21 4000001329 437 豊松建設（株） 松下　征雄 延岡市大武町1323番地 準市内 鋼構造物工事

22 4000000319 59 三桜電気工業（株） 大野　拓朗 宮崎市大字小松字下川原１１５８番地の１１ 準市内 鋼構造物工事

23 4000000380 316 （株）矢野興業 矢野　文昭 宮崎市橘通西５－１－２３ 準市内 鋼構造物工事

24 4000000504 147 大和開発（株） 境　一成 宮崎市高洲町２３５－３ 準市内 鋼構造物工事

25 4000000122 357 吉原建設（株） 岩元　光男 都城市中原町３２－１ 準市内 鋼構造物工事

26 4000000434 78 （株）池上鉄工所 松田　清 延岡市大武町３９－６ 市外 鋼構造物工事

27 4000002308 208 岩切商事（株） 伊地知　和憲 宮崎市高千穂通１－７－２４ 市外 鋼構造物工事

28 4000000081 152 上田工業（株） 森　龍彦 延岡市古城町５－４６ 市外 鋼構造物工事

29 4000002124 469 （株）小田工業 小田　茂行 延岡市浜町４７２４番地６９ 市外 鋼構造物工事

30 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 鋼構造物工事

31 4000000017 621 清本鉄工（株） 清本　英男 延岡市土々呂町６－１６３３ 市外 鋼構造物工事

32 4000000346 335 （株）児玉組 児玉　格 東臼杵郡門川町上町４－１１ 市外 鋼構造物工事

33 4000000704 549 大和物産（株） 児玉　寛太郎 都城市高木町７０３０番地 市外 鋼構造物工事

34 4000002311 302 日本ピー・シー・テー建設（株） 大神　英次郎 延岡市大武町７８７番地１ 市外 鋼構造物工事

35 4000000437 300 （株）長谷川組 長谷川　明正 東臼杵郡門川町中須４－１７ 市外 鋼構造物工事

36 4000002450 163 堀工業（有） 堀　厚 東臼杵郡門川町南ヶ丘1-76 市外 鋼構造物工事

37 4000001087 28 （株）堀田商事 堀田　幸彦 延岡市浜町４１１－５ 市外 鋼構造物工事

38 4000002123 654 （株）真鍋機械工業所 真鍋　秀泰 延岡市大武町４５９６ 市外 鋼構造物工事

39 4000001773 609 三井工業（株） 坂本　聡 延岡市大武町７７９－８ 市外 鋼構造物工事

40 4000000276 369 南日本興業（株） 今田　英勝 宮崎市生目台西３－８－１ 市外 鋼構造物工事

41 4000000614 615 （株）宮崎総合スポーツ 松下　和則 宮崎市大字赤江1242番地5 市外 鋼構造物工事

- 34 -
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42 4000000449 387 （株）明光社 山下　幸春 宮崎市江平中町７－１０ 市外 鋼構造物工事

43 4000002463 425 （株）ＩＨＩインフラ建設 小島　治久 東京都江東区東陽7丁目1番1号 市外 鋼構造物工事

44 4000000320 602 （株）安部日鋼工業 髙橋　泰之 岐阜市六条大溝３－１３－３ 市外 鋼構造物工事

45 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 鋼構造物工事

46 4000000282 57 オリエンタル白石（株） 井岡　隆雄 東京都江東区豊洲5丁目6番52号 市外 鋼構造物工事

47 4000002398 607 （株）ガイアートＴ・Ｋ 前山　俊彦 東京都新宿区新小川町８－２７ 市外 鋼構造物工事

48 4000002321 190 川田建設（株） 川田　琢哉 東京都北区滝野川６－３－１ 市外 鋼構造物工事

49 4000001088 271 （株）ケイテック 木場　紋次 福岡市中央区赤坂１－１３－１０ 市外 鋼構造物工事

50 4000000267 112 コーアツ工業（株） 白石　純孝 鹿児島市伊敷５－１７－５ 市外 鋼構造物工事

51 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 鋼構造物工事

52 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 鋼構造物工事

53 4000000272 523 日特建設（株） 中森　保 東京都中央区銀座８－１４－１４ 市外 鋼構造物工事

54 4000000903 199 （株）ニューテック康和 佐藤　正明 東京都北区中里２－９－５ 市外 鋼構造物工事

55 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 鋼構造物工事

56 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 鋼構造物工事

57 4000000125 4 扶桑建設工業（株） 上床　隆明 東京都中央区新川１丁目２３番５号 市外 鋼構造物工事

58 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 鋼構造物工事

59 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 鋼構造物工事

60 4000000151 434 明大工業（株） 藤本　修司 別府市船小路町３－４３ 市外 鋼構造物工事

61 4000002165 606 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 鋼構造物工事

62 4000000018 246 若築建設（株） 菅野　幸裕 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 市外 鋼構造物工事

63 4000001886 350 （株）ＩＨＩインフラシステム 麻野　純生 大阪府堺市堺区大浜西町３番地 市外 鋼構造物工事

64 4000001890 32 井関鉄工(株) 林　茂 鹿児島県霧島市国分福島１－９－２６ 市外 鋼構造物工事

65 4000002471 593 内田工業（株） 内田　裕郎 名古屋市中川区好本町3-67 市外 鋼構造物工事

66 4000000627 56 （株）エヌエイチケイアイテック 永井　研二 東京都渋谷区神南１－４－１ 市外 鋼構造物工事

67 4000001373 145 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 田中　篤夫 東京都中央区日本橋１丁目８番１号 市外 鋼構造物工事

68 4000002201 476 (株)奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 市外 鋼構造物工事

69 4000000230 557 開成工業（株） 鬼塚　善嗣 熊本県熊本市北区植木町石川４５０番地１ 市外 鋼構造物工事

70 4000000604 93 片山ストラテック（株） 北山　恭尚 大阪市大正区南恩加島６－２－２１ 市外 鋼構造物工事

71 4000002359 533 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 鋼構造物工事

72 4000002313 301 九州化工建設（株） 福岡　修一 福岡市博多区比恵町９番２６号 市外 鋼構造物工事

73 4000000245 334 九鉄工業（株） 甲斐　統治郎 福岡県北九州市門司区小森江３－１２－１０ 市外 鋼構造物工事

74 4000000173 569 （株）協和エクシオ 石川　國雄 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 市外 鋼構造物工事

75 4000002478 116 コウフ・フィールド（株） 加治木　英隆 福岡県福岡市博多区東那珂2-19-25 市外 鋼構造物工事

76 4000002240 80 佐藤工業(株) 山田　秀之 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 市外 鋼構造物工事

77 4000002249 347 (株)サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５丁目２０番１１号 市外 鋼構造物工事

78 4000001987 452 （株）住軽日軽エンジニアリング 佐久間　勇三 東京都江東区亀戸２－３５－１３ 市外 鋼構造物工事

79 4000000027 285 （株）錢高組 銭高　善雄 大阪市西区西本町２－２－１１ 市外 鋼構造物工事

80 4000002166 564 大成機工（株） 鈴木　仁 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００ 市外 鋼構造物工事

81 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 鋼構造物工事

82 4000002368 70 タカオ（株） 高尾　典秀 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１ 市外 鋼構造物工事
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83 4000001223 481 瀧上工業（株） 瀧上　晶義 愛知県半田市神明町１丁目１番地 市外 鋼構造物工事

84 4000000059 341 （株）竹中工務店 宮下　正裕 大阪市中央区本町４－１－１３ 市外 鋼構造物工事

85 4000000311 63 （株）竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 市外 鋼構造物工事

86 4000000083 46 鉄建建設（株） 橋口　誠之 東京都千代田区三崎町２－５－３ 市外 鋼構造物工事

87 4000002216 424 電気興業(株) 進藤　秀一 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 市外 鋼構造物工事

88 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 鋼構造物工事

89 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 鋼構造物工事

90 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 鋼構造物工事

91 4000002421 652 （株）名村造船所 名村　建介 佐賀県伊万里市黒川町塩屋５番地１ 市外 鋼構造物工事

92 4000000592 120 西田鉄工（株） 大渕　憲二 東京都墨田区太平３丁目３番１２号 市外 鋼構造物工事

93 4000002466 505 西日本高速道路メンテナンス九州（株） 藤下　幸三 福岡市中央区舞鶴1丁目2番22号 市外 鋼構造物工事

94 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 鋼構造物工事

95 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 鋼構造物工事

96 4000001986 65 日本コムシス（株） 髙島　元 東京都品川区東五反田２－１７－１ 市外 鋼構造物工事

97 4000000048 524 日本国土開発（株） 工藤　睦信 東京都港区赤坂４－９－９ 市外 鋼構造物工事

98 4000000754 128 ノダック（株） 帆足　紀幸 大阪府豊中市宝山町２３－１５ 市外 鋼構造物工事

99 4000000567 259 （株）乃村工藝社 渡辺　勝 東京都港区台場２丁目３番４号 市外 鋼構造物工事

100 4000002442 6 フコク電興（株） 中島　健司 福岡県福岡市博多区山王1-15-8 市外 鋼構造物工事

101 4000002328 567 （株）プランテムタナカ 田中　義郎 鹿児島市七ツ島１丁目１番２６号 市外 鋼構造物工事

102 4000002446 72 （株）ベルテクノ 鈴木　洋 愛知県名古屋市中区栄2丁目5番1号 市外 鋼構造物工事

103 4000002133 24 （株）豊国エンジニアリング 福原　直之 広島県東広島市西条町御薗宇６４００－４ 市外 鋼構造物工事

104 4000001650 279 （株）前澤エンジニアリングサービス 吉田　隆志 埼玉県川口市仲町5番11号 市外 鋼構造物工事

105 4000002178 100 前澤工業（株） 松原　正 埼玉県川口市仲町５番１１号 市外 鋼構造物工事

106 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 鋼構造物工事

107 4000001121 130 美津濃（株） 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 市外 鋼構造物工事

108 4000000135 351 （株）ミゾタ 井田　建 佐賀市伊勢町１５－１ 市外 鋼構造物工事

109 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 鋼構造物工事

110 4000002458 406 宮地エンジニアリング（株） 青田　重利 東京都中央区日本橋富沢町9-19 市外 鋼構造物工事

111 4000001343 27 森松工業(株) 松久　信夫 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 市外 鋼構造物工事

112 4000001864 225 矢田工業(株) 成田　正樹 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 市外 鋼構造物工事

113 4000000251 230 （株）横河ブリッジ 藤井　久司 千葉県船橋市山野町27番地 市外 鋼構造物工事
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1 4000000147 414 （株）三矢建設 三樹　千博 日向市永江町１－４８ 市内 鉄筋工事

2 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 鉄筋工事

3 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 鉄筋工事

4 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 鉄筋工事

5 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 鉄筋工事

6 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 鉄筋工事
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1 4000000057 298 旭建設（株） 黒木　繁人 日向市向江町１－２００ 市内 舗装工事 A

2 4000000623 540 あさひ産業（株） 西村　賢一 日向市大字日知屋１５８３７番地 市内 舗装工事 A

3 4000000309 513 （株）旭道路 木下　隆寛 日向市大字日知屋３３８０－５９ 市内 舗装工事 A

4 4000000641 140 （株）五幸建設 河野　裕介 日向市大字日知屋４７２６－１０ 市内 舗装工事 A

5 4000000001 1 宮前建設（株） 宮前　隆之 日向市大字日知屋１６７５１番地 市内 舗装工事 A

6 4000000119 186 旭開発（株） 黒木　豊幸 日向市向江町１－２００ 市内 舗装工事 C

7 4000001539 545 薄田工業 薄田　和繁 日向市大字日知屋１５８５９－１ 市内 舗装工事 C

8 4000000294 337 （株）内山建設 内山　雅仁 日向市大字財光寺１３６０－１ 市内 舗装工事 C

9 4000000296 433 海野建設（株） 海野　洋光 日向市東郷町山陰丙５８２－１ 市内 舗装工事 C

10 4000002188 327 カシマ 甲斐　希貴 日向市大字日知屋古田町３３ 市内 舗装工事 C

11 4000000006 553 （株）カトウ 加藤　好 日向市大字富高３０１－１ 市内 舗装工事 C

12 4000001640 400 （有）菊池建設 菊池　幹男 日向市東郷町山陰丙１７７５番地３ 市内 舗装工事 C

13 4000000127 202 木倉建設（株） 黒木　嘉郎 日向市大字日知屋１６７４７ 市内 舗装工事 C

14 4000000090 526 黒木建設（株） 黒木　教明 日向市永江町２－１０８ 市内 舗装工事 C

15 4000000384 358 （株）黒高組 黒木　耕作 日向市大字日知屋１３１７０ 市内 舗装工事 C

16 4000000361 536 （株）コクド 西村　直也 日向市大字日知屋１５８３７－５ 市内 舗装工事 C

17 4000000153 428 （有）後藤建設 後藤　國夫 日向市大字財光寺７２８６番地１ 市内 舗装工事 C

18 4000000028 542 栄建設（株） 西村　一女子 日向市大字日知屋１２００２ 市内 舗装工事 C

19 4000001337 291 坂本開発（株） 坂本　善行 日向市大字日知屋１３６６－６ 市内 舗装工事 C

20 4000000640 274 （株）三郎建設 黒木　三郎 日向市東郷町山陰丙１４７９－７ 市内 舗装工事 C

21 4000000743 103 （有）サンライン日向 直野　市松 日向市亀崎東１－８７ 市内 舗装工事 C

22 4000001376 164 （有）シュウワ 元長　秀夫 日向市平野町２－２５ 市内 舗装工事 C

23 4000000598 189 宗建設（株） 安田　宗信 日向市都町１４－１６ 市内 舗装工事 C

24 4000000727 539 太陽建設（株） 西村　忠信 日向市東郷町山陰乙３４－１０ 市内 舗装工事 C

25 4000000003 146 高蔵土木（有） 金丸　敏子 日向市大王町１－１１６ 市内 舗装工事 C

26 4000000033 403 （株）髙野建設 髙野　幸紘 日向市鶴町３－９７－１ 市内 舗装工事 C

27 4000000666 87 （有）髙山産業開発 髙山　修 日向市東郷町八重原迫野内８１９ 市内 舗装工事 C

28 4000000201 525 津島建設 津島　慶子 日向市大字富高５９７９－１ 市内 舗装工事 C

29 4000001118 509 （株）寺原建設 寺原　忠男 日向市東郷町山陰辛４５１ 市内 舗装工事 C

30 4000001101 273 （有）東耀開発 根本　芳孝 日向市東郷町山陰己１０７０－１ 市内 舗装工事 C

31 4000001532 484 東武開発 小野　武士 日向市大字平岩１０７９０－１ー６１１ 市内 舗装工事 C

32 4000000321 467 （資）七組 岩本　健司 日向市大字日知屋字塩田１６１９８ 市内 舗装工事 C

33 4000000149 329 （株）成合建設 成合　徹 日向市向江町１－３４ 市内 舗装工事 C

34 4000000990 194 （有）南九建設 黒田　静夫 日向市東郷町山陰己６５５ 市内 舗装工事 C

35 4000002080 554 日水設備（株） 加藤　恭子 日向市大字塩見字新道ヶ下１０７８８番地 市内 舗装工事 C

36 4000000984 241 日向地区建設事業協同組合 河内　政男 日向市南町２－２９ 市内 舗装工事 C

37 4000000164 375 （有）日吉産業 本田　房穂 日向市大字財光寺２７９５ 市内 舗装工事 C

38 4000000015 512 （有）堀谷組 堀谷　一弘 日向市大字財光寺５２７５－１ 市内 舗装工事 C

39 4000000045 222 （株）丸芳 江藤　俊樹 日向市大字日知屋１４６９９－１０ 市内 舗装工事 C

40 4000000147 414 （株）三矢建設 三樹　千博 日向市永江町１－４８ 市内 舗装工事 C

41 4000000231 487 （有）八千代建設 黒木　克臣 日向市曽根町４－７９－３ 市内 舗装工事 C
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42 4000002202 320 吉野建設（株） 吉野　幸弘 日向市亀崎東４－８－４ 市内 舗装工事 C

43 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 舗装工事 A

44 4000000306 364 （株）坂下組 坂下　利博 小林市細野３９１－１ 準市内 舗装工事 A

45 4000000174 203 日新興業（株） 河野　孝夫 延岡市本小路７４ 準市内 舗装工事 A

46 4000000167 239 （株）ＮＩＰＰＯ 水島　和紀 東京都中央区京橋１－１９－１１ 準市内 舗装工事 A

47 4000000035 464 日本道路（株） 山口　宣男 東京都港区新橋１－６－５ 準市内 舗装工事 A

48 4000000380 316 （株）矢野興業 矢野　文昭 宮崎市橘通西５－１－２３ 準市内 舗装工事 A

49 4000000343 52 （株）山崎産業 山崎　司 延岡市貝の畑町２９０３ 準市内 舗装工事 A

50 4000000122 357 吉原建設（株） 岩元　光男 都城市中原町３２－１ 準市内 舗装工事 A

51 4000001329 437 豊松建設（株） 松下　征雄 延岡市大武町1323番地 準市内 舗装工事 B

52 4000001496 188 （株）旭友 井ノ上　修二 宮崎市大字本郷北方字境田３０４１番地１ 準市内 舗装工事 C

53 4000002246 173 (株)志多組 志多　宏彦 宮崎市高千穂通１－４－３０ 準市内 舗装工事 C

54 4000002117 407 第一建設（株） 橋邉　正之 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田６６２－５ 準市内 舗装工事 C

55 4000000504 147 大和開発（株） 境　一成 宮崎市高洲町２３５－３ 準市内 舗装工事 C

56 4000000088 373 ( 株) 伊東建設 伊東　宏祐 延岡市無鹿町１－２２４８ 市外 舗装工事 A

57 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 舗装工事 A

58 4000002469 562 九州建設工業（株） 山下　寛治 宮崎市天満2丁目6番13号 市外 舗装工事 A

59 4000002129 307 森都工業（株） 井上　和俊 宮崎市宮崎駅東二丁目４番地１３ 市外 舗装工事 A

60 4000002238 381 (株)ダイニチ開発 川越　昌廣 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－９１８ 市外 舗装工事 A

61 4000000667 585 大洋建設（株） 甲斐　文男 延岡市野地町４－３５２８－１ 市外 舗装工事 A

62 4000002468 559 パシフィック建設（株） 谷　年雄 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋4486番地 市外 舗装工事 A

63 4000000452 638 （株）増田工務店 増田　秀文 高鍋町大字北高鍋４７５０ 市外 舗装工事 A

64 4000000376 560 湯川建設（株） 湯川　鶴三 延岡市昭和町３－２０１４ 市外 舗装工事 A

65 4000000081 152 上田工業（株） 森　龍彦 延岡市古城町５－４６ 市外 舗装工事 B

66 4000000745 374 協和工業（株） 増田　哲 児湯郡高鍋町大字持田６２９３－３ 市外 舗装工事 B

67 4000000969 535 （有）クリエイト 鈴木　哲夫 延岡市鯛名町９１０－７ 市外 舗装工事 B

68 4000002338 372 （株）日徳産業 奈須　昭次 延岡市本小路７４ 市外 舗装工事 B

69 4000002220 370 宮崎ニチレキ(株) 宇都　清久 宮崎市佐土原町下那珂７３７３－１ 市外 舗装工事 B

70 4000000654 158 八作建設（株） 柳田　康幸 延岡市三須町１３５５ 市外 舗装工事 B

71 4000000240 382 （株）九州ジスコン 田口　幸登 宮崎市生目台西３－８－２ 市外 舗装工事 C

72 4000000346 335 （株）児玉組 児玉　格 東臼杵郡門川町上町４－１１ 市外 舗装工事 C

73 4000000692 73 （株）桜木組 櫻木　博巳 都城市高城町桜木１６９３－２ 市外 舗装工事 C

74 4000000129 308 山王道路機工（株） 山内　繁樹 宮崎市下北方町台木７３５－１ 市外 舗装工事 C

75 4000001500 622 （株）スポーツ施設研究所 池田　真 宮崎市大字芳士中原６２５ 市外 舗装工事 C

76 4000000664 314 （株）長由開発 井野内　靖 門川町中須４－１４ 市外 舗装工事 C

77 4000000437 300 （株）長谷川組 長谷川　明正 東臼杵郡門川町中須４－１７ 市外 舗装工事 C

78 4000001863 108 (有)ホキタ産業 橋口　一彦 東臼杵郡美郷町西郷区田代９０５６番地１ 市外 舗装工事 C

79 4000000053 435 （株）松澤組 松澤　衛 東臼杵郡門川町上町４－３３ 市外 舗装工事 C

80 4000000981 380 （株）松本組 成田　豊盛 宮崎市橘通東２－７－８ 市外 舗装工事 C

81 4000001099 538 丸和建設（株） 川田　利郎 東臼杵郡門川町大字門川尾末８４２－５ 市外 舗装工事 C

82 4000001773 609 三井工業（株） 坂本　聡 延岡市大武町７７９－８ 市外 舗装工事 C
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83 4000000276 369 南日本興業（株） 今田　英勝 宮崎市生目台西３－８－１ 市外 舗装工事 C

84 4000000218 578 宮崎中央開発工業（有） 上町　伊根子 宮崎市中津瀬町８７番地 市外 舗装工事 C

85 4000000568 402 （株）米澤土木 米澤　弘行 門川町大字庵川３２５６ 市外 舗装工事 C

86 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 舗装工事 A

87 4000002398 607 （株）ガイアートＴ・Ｋ 前山　俊彦 東京都新宿区新小川町８－２７ 市外 舗装工事 A

88 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 舗装工事 A

89 4000002457 361 三軌建設（株） 江村　康博 福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目13番5号 市外 舗装工事 A

90 4000000333 12 世紀東急工業（株） 佐藤　俊昭 港区芝公園２－９－３ 市外 舗装工事 A

91 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 舗装工事 A

92 4000000249 514 長谷川体育施設（株） 柴田　敏久 東京都世田谷区太子堂１－４－２１ 市外 舗装工事 A

93 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 舗装工事 A

94 4000000232 608 前田道路（株） 磯　昭男 東京都品川区大崎１－１１－３ 市外 舗装工事 A

95 4000000284 168 三井住建道路（株） 澤　誠之助 東京都新宿区余丁町１３番２７号 市外 舗装工事 A

96 4000000272 523 日特建設（株） 中森　保 東京都中央区銀座８－１４－１４ 市外 舗装工事 B

97 4000000903 199 （株）ニューテック康和 佐藤　正明 東京都北区中里２－９－５ 市外 舗装工事 B

98 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 舗装工事 B

99 4000002165 606 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 舗装工事 B

100 4000001088 271 （株）ケイテック 木場　紋次 福岡市中央区赤坂１－１３－１０ 市外 舗装工事 C

101 4000001309 639 建設サービス(株) 辻　正人 福岡市博多区博多駅東１－１７－２５ 市外 舗装工事 C

102 4000000267 112 コーアツ工業（株） 白石　純孝 鹿児島市伊敷５－１７－５ 市外 舗装工事 C

103 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 舗装工事 C

104 4000000018 246 若築建設（株） 菅野　幸裕 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 市外 舗装工事 C

105 4000000287 255 奥アンツーカ（株） 奥　洋治 大阪府東大阪市長田東３－２－７ 市外 舗装工事 A

106 4000002201 476 (株)奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 市外 舗装工事 A

107 4000000245 334 九鉄工業（株） 甲斐　統治郎 福岡県北九州市門司区小森江３－１２－１０ 市外 舗装工事 A

108 4000000173 569 （株）協和エクシオ 石川　國雄 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 市外 舗装工事 A

109 4000002240 80 佐藤工業(株) 山田　秀之 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 市外 舗装工事 A

110 4000000311 63 （株）竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 市外 舗装工事 A

111 4000000083 46 鉄建建設（株） 橋口　誠之 東京都千代田区三崎町２－５－３ 市外 舗装工事 A

112 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 舗装工事 A

113 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 舗装工事 A

114 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 舗装工事 A

115 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 舗装工事 A

116 4000001986 65 日本コムシス（株） 髙島　元 東京都品川区東五反田２－１７－１ 市外 舗装工事 A

117 4000001121 130 美津濃（株） 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 市外 舗装工事 A

118 4000000025 355 管清工業（株） 長谷川　健司 世田谷区上用賀１－７－３ 市外 舗装工事 B

119 4000000323 122 （株）スポーツテクノ和広 髙松　保雄 東京都品川区南大井３－６－１８ 市外 舗装工事 B

120 4000000048 524 日本国土開発（株） 工藤　睦信 東京都港区赤坂４－９－９ 市外 舗装工事 B

121 4000001125 7 日本体育施設（株） 奥　裕之 東京都中野区東中野３－２０－１０ 市外 舗装工事 B

122 4000001373 145 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 田中　篤夫 東京都中央区日本橋１丁目８番１号 市外 舗装工事 C

123 4000000133 228 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 市外 舗装工事 C
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124 4000002313 301 九州化工建設（株） 福岡　修一 福岡市博多区比恵町９番２６号 市外 舗装工事 C

125 4000001361 102 （株）九州体育施設 頓宮　正敏 大分県日田市大字高瀬１００５番地１ 市外 舗装工事 C

126 4000002478 116 コウフ・フィールド（株） 加治木　英隆 福岡県福岡市博多区東那珂2-19-25 市外 舗装工事 C

127 4000002249 347 (株)サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５丁目２０番１１号 市外 舗装工事 C

128 4000000027 285 （株）錢高組 銭高　善雄 大阪市西区西本町２－２－１１ 市外 舗装工事 C

129 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 舗装工事 C

130 4000002041 126 東和スポーツ施設（株） 川谷　真輝 京都市左京区北白川下池田町７９－１ 市外 舗装工事 C

131 4000002421 652 （株）名村造船所 名村　建介 佐賀県伊万里市黒川町塩屋５番地１ 市外 舗装工事 C

132 4000002466 505 西日本高速道路メンテナンス九州（株） 藤下　幸三 福岡市中央区舞鶴1丁目2番22号 市外 舗装工事 C

133 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 舗装工事 C

134 4000002341 352 平井スポーツ建設（株） 平井　秀文 福岡市東区箱崎３－１３－１５ 市外 舗装工事 C

135 4000002454 226 マーク建設（株） 藤木　伸次 北九州市八幡西区市瀬3丁目7番41号 市外 舗装工事 C

136 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 舗装工事 C
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1 4000000119 186 旭開発（株） 黒木　豊幸 日向市向江町１－２００ 市内 しゅんせつ工事

2 4000000057 298 旭建設（株） 黒木　繁人 日向市向江町１－２００ 市内 しゅんせつ工事

3 4000000623 540 あさひ産業（株） 西村　賢一 日向市大字日知屋１５８３７番地 市内 しゅんせつ工事

4 4000001640 400 （有）菊池建設 菊池　幹男 日向市東郷町山陰丙１７７５番地３ 市内 しゅんせつ工事

5 4000000400 326 （有）クリーン日向 鈴木　正一郎 日向市大字富高字荒平５９６１－１ 市内 しゅんせつ工事

6 4000000010 338 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 しゅんせつ工事

7 4000000001 1 宮前建設（株） 宮前　隆之 日向市大字日知屋１６７５１番地 市内 しゅんせつ工事

8 4000000371 532 （株）やまかわ興産 河野　利久 日向市大字細島６６７－１２ 市内 しゅんせつ工事

9 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 しゅんせつ工事

10 4000000306 364 （株）坂下組 坂下　利博 小林市細野３９１－１ 準市内 しゅんせつ工事

11 4000002246 173 (株)志多組 志多　宏彦 宮崎市高千穂通１－４－３０ 準市内 しゅんせつ工事

12 4000001329 437 豊松建設（株） 松下　征雄 延岡市大武町1323番地 準市内 しゅんせつ工事

13 4000000380 316 （株）矢野興業 矢野　文昭 宮崎市橘通西５－１－２３ 準市内 しゅんせつ工事

14 4000000504 147 大和開発（株） 境　一成 宮崎市高洲町２３５－３ 準市内 しゅんせつ工事

15 4000000122 357 吉原建設（株） 岩元　光男 都城市中原町３２－１ 準市内 しゅんせつ工事

16 4000001761 319 （有）Ｉ・Ｃ・Ｍコーポレーション 増田　哲男 宮崎市佐土原町下田島２０１１３－１９ 市外 しゅんせつ工事

17 4000000081 152 上田工業（株） 森　龍彦 延岡市古城町５－４６ 市外 しゅんせつ工事

18 4000001990 653 （株）環境未来恒産 石川　武則 宮崎市日ノ出町２２６番地 市外 しゅんせつ工事

19 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 しゅんせつ工事

20 4000000346 335 （株）児玉組 児玉　格 東臼杵郡門川町上町４－１１ 市外 しゅんせつ工事

21 4000000753 245 （株）中野管理 泉　ヨシ子 宮崎市吉村町江田原甲２２０－３ 市外 しゅんせつ工事

22 4000000664 314 （株）長由開発 井野内　靖 門川町中須４－１４ 市外 しゅんせつ工事

23 4000000437 300 （株）長谷川組 長谷川　明正 東臼杵郡門川町中須４－１７ 市外 しゅんせつ工事

24 4000000452 638 （株）増田工務店 増田　秀文 高鍋町大字北高鍋４７５０ 市外 しゅんせつ工事

25 4000000981 380 （株）松本組 成田　豊盛 宮崎市橘通東２－７－８ 市外 しゅんせつ工事

26 4000001773 609 三井工業（株） 坂本　聡 延岡市大武町７７９－８ 市外 しゅんせつ工事

27 4000000376 560 湯川建設（株） 湯川　鶴三 延岡市昭和町３－２０１４ 市外 しゅんせつ工事

28 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 しゅんせつ工事

29 4000002398 607 （株）ガイアートＴ・Ｋ 前山　俊彦 東京都新宿区新小川町８－２７ 市外 しゅんせつ工事

30 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 しゅんせつ工事

31 4000000272 523 日特建設（株） 中森　保 東京都中央区銀座８－１４－１４ 市外 しゅんせつ工事

32 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 しゅんせつ工事

33 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 しゅんせつ工事

34 4000000125 4 扶桑建設工業（株） 上床　隆明 東京都中央区新川１丁目２３番５号 市外 しゅんせつ工事

35 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 しゅんせつ工事

36 4000000284 168 三井住建道路（株） 澤　誠之助 東京都新宿区余丁町１３番２７号 市外 しゅんせつ工事

37 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 しゅんせつ工事

38 4000000018 246 若築建設（株） 菅野　幸裕 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 市外 しゅんせつ工事

39 4000002201 476 (株)奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 市外 しゅんせつ工事

40 4000000133 228 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 市外 しゅんせつ工事

41 4000000025 355 管清工業（株） 長谷川　健司 世田谷区上用賀１－７－３ 市外 しゅんせつ工事
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42 4000002240 80 佐藤工業(株) 山田　秀之 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 市外 しゅんせつ工事

43 4000002249 347 (株)サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５丁目２０番１１号 市外 しゅんせつ工事

44 4000000027 285 （株）錢高組 銭高　善雄 大阪市西区西本町２－２－１１ 市外 しゅんせつ工事

45 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 しゅんせつ工事

46 4000000005 79 東亜建設工業（株） 松尾　正臣 東京都新宿区西新宿３丁目７番１号 市外 しゅんせつ工事

47 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 しゅんせつ工事

48 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 しゅんせつ工事

49 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 しゅんせつ工事

50 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 しゅんせつ工事

51 4000000048 524 日本国土開発（株） 工藤　睦信 東京都港区赤坂４－９－９ 市外 しゅんせつ工事

52 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 しゅんせつ工事

53 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 しゅんせつ工事

54 4000001887 166 みらい建設工業(株) 五関　淳 東京都港区芝４丁目８番２号 市外 しゅんせつ工事
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1 4000001963 141 （有）ダイコー板金工業 黒木　悦夫 日向市江良町４丁目１２５番地 市内 板金工事

2 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 板金工事

3 4000001946 548 大和コーケン（株） 児玉　静子 宮崎市稗原町１１番地１ 市外 板金工事

4 4000002095 106 （株）ヒラヌマ 平沼　正二 宮崎市大塚町原ノ前1622番地 市外 板金工事

5 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 板金工事

6 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 板金工事

7 4000002165 606 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 板金工事

8 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 板金工事
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番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

1 4000000180 465 上野硝子建材（株） 上野　俊一 日向市大字財光寺１４１４ 市内 ガラス工事

2 4000000043 427 日向トーヨー住器（株） 右松　寿美 日向市梶木町２－１４ 市内 ガラス工事

3 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 ガラス工事

4 4000002095 106 （株）ヒラヌマ 平沼　正二 宮崎市大塚町原ノ前1622番地 市外 ガラス工事

5 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 ガラス工事

6 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 ガラス工事

7 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 ガラス工事

8 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 ガラス工事
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番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

1 4000000119 186 旭開発（株） 黒木　豊幸 日向市向江町１－２００ 市内 塗装工事

2 4000000057 298 旭建設（株） 黒木　繁人 日向市向江町１－２００ 市内 塗装工事

3 4000000108 198 （有）一光防水工業 秋吉　法尚 日向市大王町２－３３ 市内 塗装工事

4 4000000006 553 （株）カトウ 加藤　好 日向市大字富高３０１－１ 市内 塗装工事

5 4000000102 466 河野塗装 河野　喜一 日向市美々津町２９７９ 市内 塗装工事

6 4000000111 597 （有）黒木塗装店 黒木　政徳 日向市江良町３－７３ 市内 塗装工事

7 4000002241 43 (株)是沢塗装 是沢　芳博 日向市大字日知屋１６３３４－２ 市内 塗装工事

8 4000000324 471 （有）参光塗装店 黒木　久睦 日向市大字平岩２３８２－３ 市内 塗装工事

9 4000000743 103 （有）サンライン日向 直野　市松 日向市亀崎東１－８７ 市内 塗装工事

10 4000000302 312 （有）薗田塗装 薗田　睦男 日向市大字財光寺２８３－１３５ 市内 塗装工事

11 4000000895 276 （有）日向防水工業 黒木　裕司 日向市大字平岩２２９４－１１ 市内 塗装工事

12 4000000001 1 宮前建設（株） 宮前　隆之 日向市大字日知屋１６７５１番地 市内 塗装工事

13 4000000339 303 吉川塗装（株） 吉川　慎一郎 日向市大字財光寺沖の原１０５５－１ 市内 塗装工事

14 4000001496 188 （株）旭友 井ノ上　修二 宮崎市大字本郷北方字境田３０４１番地１ 準市内 塗装工事

15 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 塗装工事

16 4000000306 364 （株）坂下組 坂下　利博 小林市細野３９１－１ 準市内 塗装工事

17 4000000174 203 日新興業（株） 河野　孝夫 延岡市本小路７４ 準市内 塗装工事

18 4000000035 464 日本道路（株） 山口　宣男 東京都港区新橋１－６－５ 準市内 塗装工事

19 4000001329 437 豊松建設（株） 松下　征雄 延岡市大武町1323番地 準市内 塗装工事

20 4000000319 59 三桜電気工業（株） 大野　拓朗 宮崎市大字小松字下川原１１５８番地の１１ 準市内 塗装工事

21 4000000504 147 大和開発（株） 境　一成 宮崎市高洲町２３５－３ 準市内 塗装工事

22 4000001098 90 （株）暁建業 荒武　俊太郎 都城市大岩田町5377番地2 市外 塗装工事

23 4000000576 344 （有）アクティブ 中村　弘美 宮崎市月見ヶ丘４－１４－５ 市外 塗装工事

24 4000000081 152 上田工業（株） 森　龍彦 延岡市古城町５－４６ 市外 塗装工事

25 4000002196 41 (有)エコ・クリーンアイランド 島田　剛夫 宮崎県延岡市大貫町４－１３３２ 市外 塗装工事

26 4000000318 579 （有）大坪建設工業 橋本　政幸 宮崎市花山手東２－３－１２ 市外 塗装工事

27 4000002118 154 （株）緒方塗装 緒方　克則 宮崎市南花ヶ島３４１番地３ 市外 塗装工事

28 4000002124 469 （株）小田工業 小田　茂行 延岡市浜町４７２４番地６９ 市外 塗装工事

29 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 塗装工事

30 4000000240 382 （株）九州ジスコン 田口　幸登 宮崎市生目台西３－８－２ 市外 塗装工事

31 4000002177 101 （株）霧島ロード 時任　市雄 宮崎市大字本郷南方４３１６番地１０ 市外 塗装工事

32 4000001984 292 向陽化工（株） 北林　茂 延岡市大武町３９番地１０５ 市外 塗装工事

33 4000000346 335 （株）児玉組 児玉　格 東臼杵郡門川町上町４－１１ 市外 塗装工事

34 4000002111 572 （株）さつき工業 鬼束　安章 宮崎市大字芳士９３７－３ 市外 塗装工事

35 4000000973 340 （株）佐藤技研 佐藤　綾彦 東臼杵郡門川町加草２２８３番地７ 市外 塗装工事

36 4000001641 613 （株）佐藤塗装店 堂地　隆一 宮崎市高千穂通２丁目１番５号 市外 塗装工事

37 4000000129 308 山王道路機工（株） 山内　繁樹 宮崎市下北方町台木７３５－１ 市外 塗装工事

38 4000002189 105 （株）昭栄 太田　秀昭 延岡市大貫町３丁目９２２番地 市外 塗装工事

39 4000002129 307 森都工業（株） 井上　和俊 宮崎市宮崎駅東二丁目４番地１３ 市外 塗装工事

40 4000001514 645 （有）大栄技研工業 中川　喜夫 延岡市上伊形町２８８番地１ 市外 塗装工事

41 4000002343 248 （有）テックインファスナー 吉田　勝 延岡市古城町５－１８８ 市外 塗装工事
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番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

42 4000001235 384 （有）トーアメンテナンス 小田　孝雄 宮崎市新別府町麓５２９－３ 市外 塗装工事

43 4000001642 264 （株）ニシハラセイフティクリーン 西原　隆治 延岡市昭和町一丁目１１番地１０ 市外 塗装工事

44 4000000437 300 （株）長谷川組 長谷川　明正 東臼杵郡門川町中須４－１７ 市外 塗装工事

45 4000002239 441 (有)美装 平野　英樹 延岡市大武町５４６４ 市外 塗装工事

46 4000000474 390 双葉工業（株） 馬場　薫 宮崎市村角町中尊１８２８－４ 市外 塗装工事

47 4000000971 458 （株）南九州技研 山光　慶一 延岡市古川町７５－３ 市外 塗装工事

48 4000000467 453 （株）南九州みかど 益田　和多利 宮崎市田代町１６８番地 市外 塗装工事

49 4000000276 369 南日本興業（株） 今田　英勝 宮崎市生目台西３－８－１ 市外 塗装工事

50 4000000218 578 宮崎中央開発工業（有） 上町　伊根子 宮崎市中津瀬町８７番地 市外 塗装工事

51 4000002220 370 宮崎ニチレキ(株) 宇都　清久 宮崎市佐土原町下那珂７３７３－１ 市外 塗装工事

52 4000000077 263 （株）宮防 村社　勝 宮崎市大字田吉１８８６番地 市外 塗装工事

53 4000002453 205 森塗装（株） 園田　龍男 宮崎市大島町笹原1989番地 市外 塗装工事

54 4000000376 560 湯川建設（株） 湯川　鶴三 延岡市昭和町３－２０１４ 市外 塗装工事

55 4000002463 425 （株）ＩＨＩインフラ建設 小島　治久 東京都江東区東陽7丁目1番1号 市外 塗装工事

56 4000000320 602 （株）安部日鋼工業 髙橋　泰之 岐阜市六条大溝３－１３－３ 市外 塗装工事

57 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 塗装工事

58 4000001088 271 （株）ケイテック 木場　紋次 福岡市中央区赤坂１－１３－１０ 市外 塗装工事

59 4000000267 112 コーアツ工業（株） 白石　純孝 鹿児島市伊敷５－１７－５ 市外 塗装工事

60 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 塗装工事

61 4000000272 523 日特建設（株） 中森　保 東京都中央区銀座８－１４－１４ 市外 塗装工事

62 4000002204 349 日本乾溜工業(株) 沢井　博美 福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 市外 塗装工事

63 4000000903 199 （株）ニューテック康和 佐藤　正明 東京都北区中里２－９－５ 市外 塗装工事

64 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 塗装工事

65 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 塗装工事

66 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 塗装工事

67 4000000284 168 三井住建道路（株） 澤　誠之助 東京都新宿区余丁町１３番２７号 市外 塗装工事

68 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 塗装工事

69 4000002165 606 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 塗装工事

70 4000000281 220 アタカ大機（株） 小川　泰雄 大阪市此花区西九条５丁目－３番－２８号ナインティビル 市外 塗装工事

71 4000000627 56 （株）エヌエイチケイアイテック 永井　研二 東京都渋谷区神南１－４－１ 市外 塗装工事

72 4000001373 145 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 田中　篤夫 東京都中央区日本橋１丁目８番１号 市外 塗装工事

73 4000001325 631 （株）大阪防水建設社 宇賀　良太 大阪市天王寺区餌差町７－６ 市外 塗装工事

74 4000002359 533 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 塗装工事

75 4000000133 228 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 市外 塗装工事

76 4000002313 301 九州化工建設（株） 福岡　修一 福岡市博多区比恵町９番２６号 市外 塗装工事

77 4000000245 334 九鉄工業（株） 甲斐　統治郎 福岡県北九州市門司区小森江３－１２－１０ 市外 塗装工事

78 4000000173 569 （株）協和エクシオ 石川　國雄 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 市外 塗装工事

79 4000002478 116 コウフ・フィールド（株） 加治木　英隆 福岡県福岡市博多区東那珂2-19-25 市外 塗装工事

80 4000002303 265 四国環境整備興業（株） 青野　岩夫 愛媛県今治市国分１－１－１８ 市外 塗装工事

81 4000001979 589 新生テクノス（株） 杉本　章 東京都港区芝公園２丁目４番１号 市外 塗装工事

82 4000002374 20 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 塗装工事
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83 4000002166 564 大成機工（株） 鈴木　仁 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００ 市外 塗装工事

84 4000000083 46 鉄建建設（株） 橋口　誠之 東京都千代田区三崎町２－５－３ 市外 塗装工事

85 4000002216 424 電気興業(株) 進藤　秀一 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 市外 塗装工事

86 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 塗装工事

87 4000001517 451 （株）ナカボーテック 江藤　勝利 東京都中央区新川２－５－２ 市外 塗装工事

88 4000002421 652 （株）名村造船所 名村　建介 佐賀県伊万里市黒川町塩屋５番地１ 市外 塗装工事

89 4000002466 505 西日本高速道路メンテナンス九州（株） 藤下　幸三 福岡市中央区舞鶴1丁目2番22号 市外 塗装工事

90 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 塗装工事

91 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 塗装工事

92 4000001986 65 日本コムシス（株） 髙島　元 東京都品川区東五反田２－１７－１ 市外 塗装工事

93 4000000754 128 ノダック（株） 帆足　紀幸 大阪府豊中市宝山町２３－１５ 市外 塗装工事

94 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 塗装工事

95 4000002380 33 矢木コーポレーション（株） 矢木　健一 長野県長野市真島町川合２０３６番地 市外 塗装工事

96 4000001864 225 矢田工業(株) 成田　正樹 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 市外 塗装工事
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1 4000000108 198 （有）一光防水工業 秋吉　法尚 日向市大王町２－３３ 市内 防水工事

2 4000000111 597 （有）黒木塗装店 黒木　政徳 日向市江良町３－７３ 市内 防水工事

3 4000000324 471 （有）参光塗装店 黒木　久睦 日向市大字平岩２３８２－３ 市内 防水工事

4 4000000302 312 （有）薗田塗装 薗田　睦男 日向市大字財光寺２８３－１３５ 市内 防水工事

5 4000000895 276 （有）日向防水工業 黒木　裕司 日向市大字平岩２２９４－１１ 市内 防水工事

6 4000000339 303 吉川塗装（株） 吉川　慎一郎 日向市大字財光寺沖の原１０５５－１ 市内 防水工事

7 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 防水工事

8 4000000306 364 （株）坂下組 坂下　利博 小林市細野３９１－１ 準市内 防水工事

9 4000000174 203 日新興業（株） 河野　孝夫 延岡市本小路７４ 準市内 防水工事

10 4000000504 147 大和開発（株） 境　一成 宮崎市高洲町２３５－３ 準市内 防水工事

11 4000000122 357 吉原建設（株） 岩元　光男 都城市中原町３２－１ 準市内 防水工事

12 4000002207 443 (有)今村興業 今村　正博 延岡市別府町3901番地1 市外 防水工事

13 4000002196 41 (有)エコ・クリーンアイランド 島田　剛夫 宮崎県延岡市大貫町４－１３３２ 市外 防水工事

14 4000002118 154 （株）緒方塗装 緒方　克則 宮崎市南花ヶ島３４１番地３ 市外 防水工事

15 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 防水工事

16 4000001984 292 向陽化工（株） 北林　茂 延岡市大武町３９番地１０５ 市外 防水工事

17 4000002111 572 （株）さつき工業 鬼束　安章 宮崎市大字芳士９３７－３ 市外 防水工事

18 4000000973 340 （株）佐藤技研 佐藤　綾彦 東臼杵郡門川町加草２２８３番地７ 市外 防水工事

19 4000001641 613 （株）佐藤塗装店 堂地　隆一 宮崎市高千穂通２丁目１番５号 市外 防水工事

20 4000002189 105 （株）昭栄 太田　秀昭 延岡市大貫町３丁目９２２番地 市外 防水工事

21 4000001514 645 （有）大栄技研工業 中川　喜夫 延岡市上伊形町２８８番地１ 市外 防水工事

22 4000002343 248 （有）テックインファスナー 吉田　勝 延岡市古城町５－１８８ 市外 防水工事

23 4000001642 264 （株）ニシハラセイフティクリーン 西原　隆治 延岡市昭和町一丁目１１番地１０ 市外 防水工事

24 4000002239 441 (有)美装 平野　英樹 延岡市大武町５４６４ 市外 防水工事

25 4000000474 390 双葉工業（株） 馬場　薫 宮崎市村角町中尊１８２８－４ 市外 防水工事

26 4000000971 458 （株）南九州技研 山光　慶一 延岡市古川町７５－３ 市外 防水工事

27 4000000077 263 （株）宮防 村社　勝 宮崎市大字田吉１８８６番地 市外 防水工事

28 4000002453 205 森塗装（株） 園田　龍男 宮崎市大島町笹原1989番地 市外 防水工事

29 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 防水工事

30 4000000267 112 コーアツ工業（株） 白石　純孝 鹿児島市伊敷５－１７－５ 市外 防水工事

31 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 防水工事

32 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 防水工事

33 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 防水工事

34 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 防水工事

35 4000000284 168 三井住建道路（株） 澤　誠之助 東京都新宿区余丁町１３番２７号 市外 防水工事

36 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 防水工事

37 4000000627 56 （株）エヌエイチケイアイテック 永井　研二 東京都渋谷区神南１－４－１ 市外 防水工事

38 4000001325 631 （株）大阪防水建設社 宇賀　良太 大阪市天王寺区餌差町７－６ 市外 防水工事

39 4000000756 415 （株）カブード 橋本　恒幸 福岡市早良区内野４丁目１４番８号 市外 防水工事

40 4000000133 228 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 市外 防水工事

41 4000000669 109 西戸崎興産（株） 坪内　一洋 福岡市東区大岳２－１－１ 市外 防水工事
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42 4000002249 347 (株)サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５丁目２０番１１号 市外 防水工事

43 4000002303 265 四国環境整備興業（株） 青野　岩夫 愛媛県今治市国分１－１－１８ 市外 防水工事

44 4000002166 564 大成機工（株） 鈴木　仁 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００ 市外 防水工事

45 4000000083 46 鉄建建設（株） 橋口　誠之 東京都千代田区三崎町２－５－３ 市外 防水工事

46 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 防水工事

47 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 防水工事
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1 4000000475 393 （株）インテリア日向 三宅　博 日向市亀崎東１－１１６ 市内 内装仕上工事

2 4000000521 450 海野畳店 海野　光之 日向市大字財光寺２７８４－１ 市内 内装仕上工事

3 4000002435 519 （有）寺原畳工業 寺原　俊一 日向市永江町３丁目31番地8号 市内 内装仕上工事

4 4000000386 401 綟川建設（株） 綟川　公徳 日向市大字財光寺１６９７－１ 市内 内装仕上工事

5 4000001754 541 協和産業（株） 村上　芳功 延岡市大武町１３７５番地の１ 準市内 内装仕上工事

6 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 内装仕上工事

7 4000000306 364 （株）坂下組 坂下　利博 小林市細野３９１－１ 準市内 内装仕上工事

8 4000002339 563 アイ・ホーム（株） 田村　寛治 宮崎市佐土原町下那珂３５６９－７ 市外 内装仕上工事

9 4000002308 208 岩切商事（株） 伊地知　和憲 宮崎市高千穂通１－７－２４ 市外 内装仕上工事

10 4000002118 154 （株）緒方塗装 緒方　克則 宮崎市南花ヶ島３４１番地３ 市外 内装仕上工事

11 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 内装仕上工事

12 4000000973 340 （株）佐藤技研 佐藤　綾彦 東臼杵郡門川町加草２２８３番地７ 市外 内装仕上工事

13 4000000527 195 （株）通信特機 伊東　恭志 延岡市別府町３０９０－１ 市外 内装仕上工事

14 4000002095 106 （株）ヒラヌマ 平沼　正二 宮崎市大塚町原ノ前1622番地 市外 内装仕上工事

15 4000000077 263 （株）宮防 村社　勝 宮崎市大字田吉１８８６番地 市外 内装仕上工事

16 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 内装仕上工事

17 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 内装仕上工事

18 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 内装仕上工事

19 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 内装仕上工事

20 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 内装仕上工事

21 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 内装仕上工事

22 4000000627 56 （株）エヌエイチケイアイテック 永井　研二 東京都渋谷区神南１－４－１ 市外 内装仕上工事

23 4000002201 476 (株)奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 市外 内装仕上工事

24 4000001361 102 （株）九州体育施設 頓宮　正敏 大分県日田市大字高瀬１００５番地１ 市外 内装仕上工事

25 4000000245 334 九鉄工業（株） 甲斐　統治郎 福岡県北九州市門司区小森江３－１２－１０ 市外 内装仕上工事

26 4000002478 116 コウフ・フィールド（株） 加治木　英隆 福岡県福岡市博多区東那珂2-19-25 市外 内装仕上工事

27 4000002240 80 佐藤工業(株) 山田　秀之 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 市外 内装仕上工事

28 4000002033 637 三和シャッター工業（株） 木下　和彦 東京都板橋区新河岸２－３－５ 市外 内装仕上工事

29 4000000027 285 （株）錢高組 銭高　善雄 大阪市西区西本町２－２－１１ 市外 内装仕上工事

30 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 内装仕上工事

31 4000000059 341 （株）竹中工務店 宮下　正裕 大阪市中央区本町４－１－１３ 市外 内装仕上工事

32 4000000083 46 鉄建建設（株） 橋口　誠之 東京都千代田区三崎町２－５－３ 市外 内装仕上工事

33 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 内装仕上工事

34 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 内装仕上工事

35 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 内装仕上工事

36 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 内装仕上工事

37 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 内装仕上工事

38 4000000567 259 （株）乃村工藝社 渡辺　勝 東京都港区台場２丁目３番４号 市外 内装仕上工事

39 4000002315 26 パナソニックＥＳエンジニアリング（株） 長尾　久和 大阪市中央区城見２－１－６１ 市外 内装仕上工事

40 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 内装仕上工事

41 4000001121 130 美津濃（株） 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 市外 内装仕上工事
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1 4000001643 438 （株）オオタエンジニアリング 太田　隆 日向市船場町１番地１ 市内 機械器具設置工事

2 4000000259 88 （株）木田工業 木田　徳夫 日向市大字日知屋17062-37 市内 機械器具設置工事

3 4000000199 439 （有）協誠鐵工 兒玉　孝子 日向市大字財光寺１３４２ 市内 機械器具設置工事

4 4000000463 196 （株）キヨモトテックイチ 清本　康夫 日向市亀崎東１－２５－１ 市内 機械器具設置工事

5 4000000009 167 倉本鐵工（株） 倉本　重利 日向市大字日知屋１７３０５ 市内 機械器具設置工事

6 4000002044 270 （有）シンワ電機 松葉　昌也 日向市永江町３－１１５ 市内 機械器具設置工事

7 4000000388 342 （株）日備 山村　健司 日向市永江町２丁目５８番地 市内 機械器具設置工事

8 4000000137 640 （株）日向中島鉄工所 島原　俊英 日向市大字日知屋１７１４８－９ 市内 機械器具設置工事

9 4000000513 522 （株）ヨシミ 徳永　勝機 日向市大字日知屋１７３２５ 市内 機械器具設置工事

10 4000000429 583 リフトサービス宮崎 渡辺　満 日向市大字日知屋１３８２番地２５６ 市内 機械器具設置工事

11 4000000332 520 （株）イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下３１００－１ 準市内 機械器具設置工事

12 4000000415 472 （株）岸田電業 岸田　進喜 延岡市大貫町４－２９１８ 準市内 機械器具設置工事

13 4000000074 486 （株）九電工 橋田　紘一 福岡市南区那の川１－２３－３５ 準市内 機械器具設置工事

14 4000000114 446 （株）ニチボー 山岡　正基 福岡市博多区板付４－７－２８ 準市内 機械器具設置工事

15 4000002456 261 （株）アメックス 上山　泰寛 宮崎市江平東町10-6 市外 機械器具設置工事

16 4000000434 78 （株）池上鉄工所 松田　清 延岡市大武町３９－６ 市外 機械器具設置工事

17 4000000433 183 （株）池上冷熱 金子　宏 延岡市大武町３９－１６３ 市外 機械器具設置工事

18 4000000203 322 江坂設備工業（株） 長倉　康治 宮崎市橘通西５－２－３３ 市外 機械器具設置工事

19 4000000723 460 エステー開発（株） 田浦　希 延岡市旭ヶ丘６－７－１ 市外 機械器具設置工事

20 4000001239 50 押方電設（株） 押方　浩 高千穂町大字押方１２１５ 市外 機械器具設置工事

21 4000002124 469 （株）小田工業 小田　茂行 延岡市浜町４７２４番地６９ 市外 機械器具設置工事

22 4000000017 621 清本鉄工（株） 清本　英男 延岡市土々呂町６－１６３３ 市外 機械器具設置工事

23 4000001898 310 (株)興電舎 甲斐　稔康 延岡市浜町２２２番地１ 市外 機械器具設置工事

24 4000002416 641 （有）坂元電機機械 坂元　幸彦 延岡市出北２丁目５番２号 市外 機械器具設置工事

25 4000000456 445 西南電気（株） 廣末　誠 延岡市塩浜町４－１６４０－３１ 市外 機械器具設置工事

26 4000002236 207 正和プラント(株) 前田　正暉 宮崎市大坪東３丁目１４番３８号 市外 機械器具設置工事

27 4000001233 383 ナンテック（株） 中園　英邦 宮崎市大字島之内境田６５２４－２２ 市外 機械器具設置工事

28 4000002310 418 日米ケミック（株） 山本　有志 宮崎市大字赤江字飛江田１７９７番地４ 市外 機械器具設置工事

29 4000002451 177 （株）ヒュウガ化工 弥富　勝美 延岡市土々呂町6-1618-1 市外 機械器具設置工事

30 4000002095 106 （株）ヒラヌマ 平沼　正二 宮崎市大塚町原ノ前1622番地 市外 機械器具設置工事

31 4000002450 163 堀工業（有） 堀　厚 東臼杵郡門川町南ヶ丘1-76 市外 機械器具設置工事

32 4000002123 654 （株）真鍋機械工業所 真鍋　秀泰 延岡市大武町４５９６ 市外 機械器具設置工事

33 4000001530 5 （株）宮崎エレベータサービス 新坂　勇介 宮崎市西池町１－５－１ 市外 機械器具設置工事

34 4000000409 624 宮崎施設機械（株） 大峯　康誠 宮崎市清水３－１１－１７ 市外 機械器具設置工事

35 4000000614 615 （株）宮崎総合スポーツ 松下　和則 宮崎市大字赤江1242番地5 市外 機械器具設置工事

36 4000000897 295 陽水工業（有） 田代　増夫 延岡市土々呂町６丁目１６３２番３ 市外 機械器具設置工事

37 4000000358 229 （株）ウォーターテック 美和　清二 東京都港区芝浦３－１６－１ 市外 機械器具設置工事

38 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 機械器具設置工事

39 4000000363 113 隔測計装（株） 西塔　正典 福岡市南区寺塚１－２８－５ 市外 機械器具設置工事

40 4000001978 8 （株）トーケミ 細谷　一彦 大阪府大阪市淀川区田川北１丁目１２番１１号 市外 機械器具設置工事

41 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 機械器具設置工事
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42 4000000125 4 扶桑建設工業（株） 上床　隆明 東京都中央区新川１丁目２３番５号 市外 機械器具設置工事

43 4000001542 38 ヤンマーエネルギーシステム（株） 玉田　稔 大阪市北区大淀中５－１２－３９ 市外 機械器具設置工事

44 4000002218 184 三機化工建設（株） 藤井　雅則 東京都中央区明石町８番１号 市外 機械器具設置工事

45 4000001074 474 （株）ＩＨＩ回転機械 村井　秀之 東京都江東区東雲１－７－１２ 市外 機械器具設置工事

46 4000001867 142 （株）ＩＨＩ環境エンジニアリング 荻野　政之 東京都江東区木場五丁目１０番１１号 市外 機械器具設置工事

47 4000000888 502 愛知時計電機（株） 鈴木　登 名古屋市熱田区千年１－２－７０ 市外 機械器具設置工事

48 4000001952 118 アイム電機工業（株） 小野　隆二郎 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３番４号 市外 機械器具設置工事

49 4000000281 220 アタカ大機（株） 小川　泰雄 大阪市此花区西九条５丁目－３番－２８号ナインティビル 市外 機械器具設置工事

50 4000001740 397 アムコン（株） 佐々木　昌一 神奈川県横浜市港北区新羽町1926 市外 機械器具設置工事

51 4000000499 206 飯塚電機工業（株） 松尾　修一 熊本市中央区十禅寺１－４－１２ 市外 機械器具設置工事

52 4000000066 642 （株）石垣 石垣　真 東京都中央区京橋１－１－１ 市外 機械器具設置工事

53 4000002101 479 石垣メンテナンス（株） 石垣　真 東京都中央区京橋１－１－１ 市外 機械器具設置工事

54 4000001890 32 井関鉄工(株) 林　茂 鹿児島県霧島市国分福島１－９－２６ 市外 機械器具設置工事

55 4000002233 123 磯村豊水機工(株) 尾崎　康史 東京都港区虎ノ門一丁目１番３号 市外 機械器具設置工事

56 4000002167 500 （株）伊藤鐵工所 敷島　哲也 静岡県静岡市清水区幸町２－１２ 市外 機械器具設置工事

57 4000001604 531 （株）ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 東京都新宿区東五軒町３番２５号 市外 機械器具設置工事

58 4000001303 411 エスエヌ環境テクノロジー(株) 安藤　真一郎 大阪市住之江区南港北１丁目７－８９ 市外 機械器具設置工事

59 4000002187 37 （株）ＮＮＣエンジニアリング 青柳　良孝 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 市外 機械器具設置工事

60 4000001216 260 荏原実業（株） 鈴木　久司 東京都中央区銀座７丁目１４番１号 市外 機械器具設置工事

61 4000002384 217 （株）荏原製作所 矢後　夏之助 東京都大田区羽田旭町１１番１号 市外 機械器具設置工事

62 4000000257 29 オルガノ（株） 内田　裕行 東京都江東区新砂一丁目２番８号 市外 機械器具設置工事

63 4000001624 53 オルガノプラントサービス（株） 長谷川　雅順 東京都文京区本郷５－５－１６ 市外 機械器具設置工事

64 4000000230 557 開成工業（株） 鬼塚　善嗣 熊本県熊本市北区植木町石川４５０番地１ 市外 機械器具設置工事

65 4000002461 421 栫築炉工業（株） 栫　勝博 千葉県佐倉市上志津1117番地4 市外 機械器具設置工事

66 4000002110 180 鎌長製衡（株） 鎌田　長明 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６ 市外 機械器具設置工事

67 4000002359 533 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 機械器具設置工事

68 4000002409 171 川崎重工業（株） 長谷川　聰 神戸市中央区東川崎町三丁目１番１号 市外 機械器具設置工事

69 4000001361 102 （株）九州体育施設 頓宮　正敏 大分県日田市大字高瀬１００５番地１ 市外 機械器具設置工事

70 4000000173 569 （株）協和エクシオ 石川　國雄 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 市外 機械器具設置工事

71 4000000473 570 共和化工（株） 吉村　俊治 品川区西五反田７－２５－１９ 市外 機械器具設置工事

72 4000000161 258 協和機電工業（株） 坂井　秀之 長崎市川口町１０－２ 市外 機械器具設置工事

73 4000002102 455 極東開発工業（株） 筆谷　高明 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 市外 機械器具設置工事

74 4000000390 413 極東サービス（株） 島田　直弥 千葉県八千代市上高野１８２３－１ 市外 機械器具設置工事

75 4000000141 19 （株）クボタ 益本　康男 大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 市外 機械器具設置工事

76 4000002173 144 クボタ環境サービス（株） 岩部　秀樹 東京都台東区松が谷１－３－５ 市外 機械器具設置工事

77 4000001969 405 クボタ機工（株） 小西　正英 大阪府枚方市中宮大池１－１－１ 市外 機械器具設置工事

78 4000002168 644 クマリフト（株） 熊谷　京子 大阪府摂津市南別府町１５－４７ 市外 機械器具設置工事

79 4000000297 330 蔵田工業（株） 蔵田　元 福岡市南区那ノ川２－１－１７ 市外 機械器具設置工事

80 4000000502 457 （株）栗田機械製作所 栗田　佳直 大阪市西区境川２－１－４４ 市外 機械器具設置工事

81 4000002403 75 虹技（株） 堀田　一之 姫路市大津区勘兵衛町４－１ 市外 機械器具設置工事

82 4000002455 252 （株）荒新機工 新谷　匡人 愛知県一宮市小赤見字戌亥86番地 市外 機械器具設置工事

- 53 -



番号 業者番号 受付№ 企業名 代表者氏名 住　　　　所 地域 業種名称 格付

83 4000002478 116 コウフ・フィールド（株） 加治木　英隆 福岡県福岡市博多区東那珂2-19-25 市外 機械器具設置工事

84 4000002193 44 三機工業(株) 梶浦　卓一 東京都中央区明石町８番１号 市外 機械器具設置工事

85 4000001869 10 (株)サンケン・エンジニアリング 林田　剛志 福岡市南区大楠２丁目１３－７ 市外 機械器具設置工事

86 4000002131 39 三広工業（株） 庄井　康 大阪府八尾市太田新町６－２６ 市外 機械器具設置工事

87 4000002247 643 三精工事サービス(株) 忠岡　孝史 大阪府大阪市西淀川区福町１丁目１番３０号 市外 機械器具設置工事

88 4000000877 13 三精輸送機（株） 中川　実 大阪府吹田市江坂町１－１３－１８ 市外 機械器具設置工事

89 4000000080 3 （株）ＧＳユアサ 依田　誠 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 市外 機械器具設置工事

90 4000000145 365 ＪＦＥエンジニアリング(株) 岸本　純幸 神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１ 市外 機械器具設置工事

91 4000002303 265 四国環境整備興業（株） 青野　岩夫 愛媛県今治市国分１－１－１８ 市外 機械器具設置工事

92 4000001873 129 シンク・エンジニアリング(株) 岡村　國弘 東京都目黒区自由が丘３－１６－１５ 市外 機械器具設置工事

93 4000000436 497 (株)神鋼環境ソリューション 重河　和夫 神戸市中央区脇浜町１－４－７８ 市外 機械器具設置工事

94 4000001970 595 神鋼環境メンテナンス（株） 山本　徹 神戸市中央区磯上通２丁目２番２１号 市外 機械器具設置工事

95 4000001979 589 新生テクノス（株） 杉本　章 東京都港区芝公園２丁目４番１号 市外 機械器具設置工事

96 4000002190 480 新明和アクアテクサービス(株) 立助　政夫 兵庫県芦屋市打出町７－１８ 市外 機械器具設置工事

97 4000001120 511 新明和工業（株） 大西　良弘 宝塚市新明和町１－１ 市外 機械器具設置工事

98 4000002376 150 新菱工業（株） 祢木　博之 東京都千代田区神田多町２－９－２ 市外 機械器具設置工事

99 4000000442 634 水道機工（株） 佐藤　眞理 世田谷区桜丘５－４８－１６ 市外 機械器具設置工事

100 4000002374 20 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 機械器具設置工事

101 4000000443 212 末松九機（株） 木原　清 福岡市博多区美野島２－１－２９ 市外 機械器具設置工事

102 4000000070 281 （株）菅原 古江　訓雄 北九州市八幡東区西本町３－２－５ 市外 機械器具設置工事

103 4000002100 565 住重環境エンジニアリング（株） 神村　誠 東京都品川区西五反田7丁目1番1号 市外 機械器具設置工事

104 4000000369 475 住友重機械エンバイロメント（株） 牛山　仁司 東京都品川区西五反田７丁目２５番９号 市外 機械器具設置工事

105 4000002025 211 （株）正興電機製作所 井上　信之 福岡市博多区東光２－７－２５ 市外 機械器具設置工事

106 4000002206 36 積水アクアシステム(株) 西村　章 大阪市北区大淀中１丁目１番３０号梅田スカイビルタワーウエスト２１階 市外 機械器具設置工事

107 4000000501 61 （株）ダイキアクシス 大亀　裕 愛媛県松山市美沢１－９－１ 市外 機械器具設置工事

108 4000001525 251 中国炉（株） 平本　満 山口県宇部市大字棚井字蓮田５０６－１ 市外 機械器具設置工事

109 4000002106 159 千代田計装（株） 重松　行生 福岡県福岡市早良区百道１－１８－２５ 市外 機械器具設置工事

110 4000000222 289 月島機械（株） 山田　和彦 東京都中央区佃２丁目１７番１５号 市外 機械器具設置工事

111 4000002318 328 （株）鶴見製作所 辻本　治 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１６番４０号 市外 機械器具設置工事

112 4000001556 345 （株）テクネ 原　正泰 福岡市博多区麦野１－１３－６ 市外 機械器具設置工事

113 4000001866 151 テスコ(株) 小林　千尋 東京都新宿区信濃町３４ 市外 機械器具設置工事

114 4000000185 231 電協産業（株） 日野　哲雄 北九州市戸畑区中原東４－２－１ 市外 機械器具設置工事

115 4000002186 179 (株)電業社機械製作所 栁瀨　宜浩 東京都大田区大森北一丁目５番１号 市外 機械器具設置工事

116 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 機械器具設置工事

117 4000001616 456 東京計器（株） 脇　憲一 東京都大田区南蒲田２丁目１６番４６号 市外 機械器具設置工事

118 4000000022 250 （株）東芝 佐々木　則夫 東京都港区芝浦１－１－１ 市外 機械器具設置工事

119 4000002234 571 東芝エレベータ(株) 秋葉　慎一郎 東京都品川区北品川６－５－２７ 市外 機械器具設置工事

120 4000001953 391 東伸エンジニアリング（株） 江﨑　大輔 東京都品川区上大崎２－１３－２９ 市外 機械器具設置工事

121 4000000410 280 ドリコ（株） 小松　伸一郎 東京都台東区東上野４－８－１ 市外 機械器具設置工事

122 4000000176 632 （株）酉島製作所 原田　耕太郎 大阪府高槻市宮田町１－１－８ 市外 機械器具設置工事

123 4000001497 209 内海プラント（株） 柏　正敏 岡山市東区楢原５４２番地 市外 機械器具設置工事
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124 4000000592 120 西田鉄工（株） 大渕　憲二 東京都墨田区太平３丁目３番１２号 市外 機械器具設置工事

125 4000001888 256 (株)西原環境 西原　幸志 東京都港区海岸3丁目20番20号 市外 機械器具設置工事

126 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 機械器具設置工事

127 4000000498 221 日新電機（株） 小畑　英明 京都市右京区梅津高畝町４７ 市外 機械器具設置工事

128 4000002090 247 日水産業（株） 黒田　和久 横浜市港南区港南台３－４－４６ 市外 機械器具設置工事

129 4000000589 76 日本エレベーター製造（株） 千足　邦男 東京都千代田区岩本町１－１０－３ 市外 機械器具設置工事

130 4000001870 104 日本ケーブル(株) 大久保　雅由 東京都千代田区神田錦町２－１１ 市外 機械器具設置工事

131 4000002031 620 日本原料（株） 齋藤　安弘 川崎市川崎区東田町１番地２ 市外 機械器具設置工事

132 4000000048 524 日本国土開発（株） 工藤　睦信 東京都港区赤坂４－９－９ 市外 機械器具設置工事

133 4000002447 117 （株）ハウツ 吉川　絵美 福岡県大野城市大池2丁目25-3 市外 機械器具設置工事

134 4000000448 530 （株）日立製作所 中西　宏明 千代田区丸の内１丁目６番６号 市外 機械器具設置工事

135 4000000902 661 （株）日立ビルシステム 佐々木　英一 東京都千代田区神田美土代町７ 市外 機械器具設置工事

136 4000002198 577 （株）日立プラントサービス 村山　義治 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン6034階 市外 機械器具設置工事

137 4000000117 213 （株）日立プラントテクノロジー 東原　敏昭 東京都豊島区東池袋４－５－２ 市外 機械器具設置工事

138 4000002366 362 （株）日立プラントメカニクス 橋本　直人 山口県下松市大字東豊井７９４番地 市外 機械器具設置工事

139 4000002301 659 （株）ヒラカワ 平川　晋一 大阪市北区大淀北１－９－３６ 市外 機械器具設置工事

140 4000002139 257 富士建設工業（株） 鳴海　武徳 新潟市北区島見町３３０７番地１６ 市外 機械器具設置工事

141 4000000144 157 フジテック（株） 内山　高一 滋賀県彦根市宮田町５９１－１ 市外 機械器具設置工事

142 4000002312 66 富士電機（株） 北澤　通宏 東京都品川区大崎１丁目１１番２号 市外 機械器具設置工事

143 4000002328 567 （株）プランテムタナカ 田中　義郎 鹿児島市七ツ島１丁目１番２６号 市外 機械器具設置工事

144 4000002133 24 （株）豊国エンジニアリング 福原　直之 広島県東広島市西条町御薗宇６４００－４ 市外 機械器具設置工事

145 4000001650 279 （株）前澤エンジニアリングサービス 吉田　隆志 埼玉県川口市仲町5番11号 市外 機械器具設置工事

146 4000002178 100 前澤工業（株） 松原　正 埼玉県川口市仲町５番１１号 市外 機械器具設置工事

147 4000000135 351 （株）ミゾタ 井田　建 佐賀市伊勢町１５－１ 市外 機械器具設置工事

148 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 機械器具設置工事

149 4000000159 232 三菱電機（株） 山西　健一郎 千代田区丸の内２－７－３ 市外 機械器具設置工事

150 4000001966 410 三菱電機ビルテクノサービス（株） 石川　正美 東京都千代田区有楽町１丁目７番１号 市外 機械器具設置工事

151 4000002324 385 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 早川　利文 東京都台東区東上野５丁目２４－８ 市外 機械器具設置工事

152 4000002028 663 三菱マテリアルテクノ（株） 稲葉　善明 東京都千代田区九段北１－１４－１６ 市外 機械器具設置工事

153 4000000171 82 （株）明電舎 稲村　純三 東京都品川区大崎２－１－１ 市外 機械器具設置工事

154 4000001857 210 メタウォーター（株） 木田　友康 東京都港区虎ノ門４－３－１城山トラストタワー 市外 機械器具設置工事

155 4000001358 223 森平舞台機構（株） 森　健輔 東京都台東区花川戸２－１１－２ 市外 機械器具設置工事

156 4000001343 27 森松工業(株) 松久　信夫 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 市外 機械器具設置工事

157 4000000407 111 山田工業（株） 中道　保信 大阪市中央区日本橋1丁目17番17号 市外 機械器具設置工事

158 4000000252 110 横河電機（株） 海堀　周造 東京都武蔵野市中町２－９－３２ 市外 機械器具設置工事

159 4000002462 422 横河フィールドエンジニアリングサービス（株） 新井　洋司 東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 市外 機械器具設置工事

160 4000000248 359 理水化学（株） 川﨑　肇 大阪府大阪市北区南森町１丁目４番１０号 市外 機械器具設置工事

161 4000002104 366 ワセダ技研（株） 坂口　善己 東京都中央区東日本橋2-24-14 市外 機械器具設置工事
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1 4000000689 447 （有）双葉設備 岩切　幸雄 日向市梶木町１－６６ 市内 熱絶縁工事

2 4000002308 208 岩切商事（株） 伊地知　和憲 宮崎市高千穂通１－７－２４ 市外 熱絶縁工事

3 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 熱絶縁工事

4 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 熱絶縁工事

5 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 熱絶縁工事
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1 4000000115 242 （株）柏田電業社 柏田　隆 日向市大字日知屋１５８９０ 市内 電気通信工事

2 4000000332 520 （株）イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下３１００－１ 準市内 電気通信工事

3 4000000415 472 （株）岸田電業 岸田　進喜 延岡市大貫町４－２９１８ 準市内 電気通信工事

4 4000000319 59 三桜電気工業（株） 大野　拓朗 宮崎市大字小松字下川原１１５８番地の１１ 準市内 電気通信工事

5 4000001341 2 （株）アサヒコア 畑　雄二 宮崎市大字小松９９４－２ 市外 電気通信工事

6 4000002464 442 （有）ＡＤＶＡＮＣＥ．ＣＯＭ 須田　彰則 延岡市松原町3-8890-28 市外 電気通信工事

7 4000001645 404 （株）アブニール 五反田　洋文 東臼杵郡門川町宮ヶ原２丁目５９番地 市外 電気通信工事

8 4000001346 462 （有）インターテクノ 玉置　祐弘 宮崎市恒久５－１５－１３ 市外 電気通信工事

9 4000001239 50 押方電設（株） 押方　浩 高千穂町大字押方１２１５ 市外 電気通信工事

10 4000000736 266 （株）小田電業 小田　満美 宮崎市波島１－４１－２９ 市外 電気通信工事

11 4000000425 431 旭進興業（株） 黒木　清数 延岡市別府町３９０３－２ 市外 電気通信工事

12 4000001898 310 (株)興電舎 甲斐　稔康 延岡市浜町２２２番地１ 市外 電気通信工事

13 4000001639 214 （株）コム光成 串間　賢治 宮崎市太田１丁目３番３２号 市外 電気通信工事

14 4000001307 376 (株)修電舎 一瀬　直行 延岡市大武町３９－１１２ 市外 電気通信工事

15 4000000456 445 西南電気（株） 廣末　誠 延岡市塩浜町４－１６４０－３１ 市外 電気通信工事

16 4000000527 195 （株）通信特機 伊東　恭志 延岡市別府町３０９０－１ 市外 電気通信工事

17 4000002120 420 ＤＳＦ（株） 関谷　隆次郎 宮崎市大字島之内６２８０番地 市外 電気通信工事

18 4000001960 649 （株）電工社 田ノ上　守 宮崎市丸島町４番９号 市外 電気通信工事

19 4000002230 275 (株)中城電設 中城　昌平 延岡市川原崎町４６５－１ 市外 電気通信工事

20 4000000291 107 （株）延岡十電舎 牛島　宏 延岡市大武町５３０４－１ 市外 電気通信工事

21 4000002345 392 （株）白陽 日高　均 宮崎市高千穂通１－３－２６ 市外 電気通信工事

22 4000000385 297 （株）はまゆう電設 長友　廣志 宮崎市恒久南３－１２－１１ 市外 電気通信工事

23 4000002191 132 ＰＩテクノ株式会社 長岡　紀行 宮崎市橘通東５丁目４番１２号 市外 電気通信工事

24 4000002030 287 三桜電設（株） 大野　篤則 延岡市川原崎町２１１９－２ 市外 電気通信工事

25 4000000383 181 （株）宮栄電設 甲斐　孝則 宮崎市大字島之内９７２８－７ 市外 電気通信工事

26 4000002126 125 （有）宮崎テレビ共聴 垂水　幸宏 宮崎市大字広原字広見４５５１－１１ 市外 電気通信工事

27 4000002032 137 宮崎電業（株） 井川　高幸 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－２９ 市外 電気通信工事

28 4000000449 387 （株）明光社 山下　幸春 宮崎市江平中町７－１０ 市外 電気通信工事

29 4000001503 651 和光電設（株） 戸郷　義広 宮崎市村角町萩崎２６５６－１ 市外 電気通信工事

30 4000000747 331 （株）ＮＴＴ西日本－九州 玉村　知史 福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 市外 電気通信工事

31 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 電気通信工事

32 4000000382 333 沖ウィンテック（株） 紀陸　保史 品川区北品川１－１９－４ 市外 電気通信工事

33 4000000363 113 隔測計装（株） 西塔　正典 福岡市南区寺塚１－２８－５ 市外 電気通信工事

34 4000001630 124 芝浦電子工業（株） 中田　正男 鹿児島県鹿児島市天保山町９－１７ 市外 電気通信工事

35 4000001977 332 西部電気工業（株） 宮川　一巳 福岡市博多区博多駅東３丁目７番１号 市外 電気通信工事

36 4000000696 473 （株）創電 井上　毅彦 福岡市南区長丘３－２３－２０ 市外 電気通信工事

37 4000000401 227 西日本システム建設（株） 柏尾　敬秀 熊本市中央区九品寺３－１５－７ 市外 電気通信工事

38 4000001626 436 西日本電信電話（株） 村尾　和俊 大阪市中央区馬場町３番１５号 市外 電気通信工事

39 4000000889 552 ニシム電子工業（株） 梨田　一海 福岡市博多区美野島１－２－１ 市外 電気通信工事

40 4000001967 155 日本電気（株） 遠藤　信博 東京都港区芝５丁目７番１号 市外 電気通信工事

41 4000002019 54 日本無線（株） 土田　隆平 東京都三鷹市下連雀5丁目1番1号 市外 電気通信工事
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42 4000000353 121 富士通（株） 山本　正巳 東京都港区東新橋１丁目５番２号 市外 電気通信工事

43 4000000499 206 飯塚電機工業（株） 松尾　修一 熊本市中央区十禅寺１－４－１２ 市外 電気通信工事

44 4000001604 531 （株）ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 東京都新宿区東五軒町３番２５号 市外 電気通信工事

45 4000002362 170 エコー電子工業（株） 小林　啓一 長崎県佐世保市万徳町４－１８ 市外 電気通信工事

46 4000002465 496 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 加藤　薰 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 市外 電気通信工事

47 4000002018 395 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 和田　雅夫 東京都文京区後楽2丁目6番1号 市外 電気通信工事

48 4000000627 56 （株）エヌエイチケイアイテック 永井　研二 東京都渋谷区神南１－４－１ 市外 電気通信工事

49 4000001373 145 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 田中　篤夫 東京都中央区日本橋１丁目８番１号 市外 電気通信工事

50 4000001545 389 （株）エヌ・ティ・ティ・データ九州 青木　弘之 福岡市博多区博多駅前１－１７－２１ 市外 電気通信工事

51 4000000653 551 （株）沖電気カスタマアドテック 入谷　百拡 東京都江東区木場２－７－２３ 市外 電気通信工事

52 4000000508 477 沖電気工業（株） 川崎　秀一 東京都港区虎ノ門１丁目７番１２号 市外 電気通信工事

53 4000002418 74 （株）九州テン 美田　修 長崎県佐世保市柚木元町２３６０番地 市外 電気通信工事

54 4000001062 83 九州電気システム（株） 藤田　賢一 北九州市門司区小森江３－９－１５ 市外 電気通信工事

55 4000000173 569 （株）協和エクシオ 石川　國雄 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 市外 電気通信工事

56 4000000161 258 協和機電工業（株） 坂井　秀之 長崎市川口町１０－２ 市外 電気通信工事

57 4000000029 306 （株）きんでん 藤田　訓彦 大阪市北区本庄東２－３－４１ 市外 電気通信工事

58 4000000085 133 栗原工業（株） 栗原　信英 大阪市北区角田町１－１ 市外 電気通信工事

59 4000002372 490 国土防災技術（株） 柳内　克行 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 市外 電気通信工事

60 4000001869 10 (株)サンケン・エンジニアリング 林田　剛志 福岡市南区大楠２丁目１３－７ 市外 電気通信工事

61 4000000635 628 サンワコムシスエンジニアリング（株） 奥　要治 東京都杉並区高円寺南２－１２－３ 市外 電気通信工事

62 4000000080 3 （株）ＧＳユアサ 依田　誠 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 市外 電気通信工事

63 4000001873 129 シンク・エンジニアリング(株) 岡村　國弘 東京都目黒区自由が丘３－１６－１５ 市外 電気通信工事

64 4000001979 589 新生テクノス（株） 杉本　章 東京都港区芝公園２丁目４番１号 市外 電気通信工事

65 4000000542 115 住友電設（株） 磯部　正人 大阪市西区阿波座２－１－４ 市外 電気通信工事

66 4000002025 211 （株）正興電機製作所 井上　信之 福岡市博多区東光２－７－２５ 市外 電気通信工事

67 4000002216 424 電気興業(株) 進藤　秀一 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 市外 電気通信工事

68 4000000071 96 東光電気工事（株） 馬田　榮 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 市外 電気通信工事

69 4000000022 250 （株）東芝 佐々木　則夫 東京都港区芝浦１－１－１ 市外 電気通信工事

70 4000002391 666 東芝通信インフラシステムズ（株） 木越　芳宣 東京都府中市東芝町１番地 市外 電気通信工事

71 4000001996 282 東邦電気工業（株） 内田　滋 東京都渋谷区恵比寿１丁目１９番２３号 市外 電気通信工事

72 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 電気通信工事

73 4000002112 574 日米電子（株） 湯淺　米男 福岡市中央区白金１－１３－１０ 市外 電気通信工事

74 4000000498 221 日新電機（株） 小畑　英明 京都市右京区梅津高畝町４７ 市外 電気通信工事

75 4000001986 65 日本コムシス（株） 髙島　元 東京都品川区東五反田２－１７－１ 市外 電気通信工事

76 4000001634 136 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 岩佐　次夫 東京都中央区銀座８－２１－１ 市外 電気通信工事

77 4000002319 98 （株）日立国際電気 篠本　学 東京都千代田区外神田４－１４－１ 市外 電気通信工事

78 4000000448 530 （株）日立製作所 中西　宏明 千代田区丸の内１丁目６番６号 市外 電気通信工事

79 4000002442 6 フコク電興（株） 中島　健司 福岡県福岡市博多区山王1-15-8 市外 電気通信工事

80 4000001242 596 （株）富士通エフサス 今井　幸隆 神奈川県川崎市中原区中丸子13番2 市外 電気通信工事

81 4000000682 508 （株）富士通ゼネラル 村嶋　純一 神奈川県川崎市高津区末長１１１６ 市外 電気通信工事

82 4000002115 656 富士通ネットワークソリューションズ（株） 飯田　春幸 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番2号 市外 電気通信工事
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83 4000002452 178 富士通フロンテック（株） 利根　廣貞 東京都稲城市矢野口1776番地 市外 電気通信工事

84 4000002342 288 （株）富士通マーケティング 古川　章 東京都文京区後楽１－７－２７ 市外 電気通信工事

85 4000002312 66 富士電機（株） 北澤　通宏 東京都品川区大崎１丁目１１番２号 市外 電気通信工事

86 4000001982 483 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 籾井　丈一郎 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 市外 電気通信工事

87 4000001882 84 扶桑電通(株) 児玉　栄次 東京都中央区築地５－４－１８ 市外 電気通信工事

88 4000002203 272 プライムシステム(株) 前田　敬二郎 熊本県熊本市中央区水前寺６－３－１２ 市外 電気通信工事

89 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 電気通信工事

90 4000000159 232 三菱電機（株） 山西　健一郎 千代田区丸の内２－７－３ 市外 電気通信工事

91 4000002324 385 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 早川　利文 東京都台東区東上野５丁目２４－８ 市外 電気通信工事

92 4000002459 417 三保電機（株） 小松　忠司 鳥取県米子市皆生温泉1-16-2 市外 電気通信工事

93 4000001883 626 （株）ミライト 鈴木　正俊 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 市外 電気通信工事

94 4000000171 82 （株）明電舎 稲村　純三 東京都品川区大崎２－１－１ 市外 電気通信工事

95 4000001857 210 メタウォーター（株） 木田　友康 東京都港区虎ノ門４－３－１城山トラストタワー 市外 電気通信工事

96 4000002380 33 矢木コーポレーション（株） 矢木　健一 長野県長野市真島町川合２０３６番地 市外 電気通信工事

97 4000001964 9 （株）安川電機 津田　純嗣 北九州市八幡西区黒崎城石２番１号 市外 電気通信工事

98 4000000419 449 ヤマハサウンドシステム（株） 髙野瀬　誠 東京都中央区日本橋箱崎町４１－１２ 市外 電気通信工事

99 4000000252 110 横河電機（株） 海堀　周造 東京都武蔵野市中町２－９－３２ 市外 電気通信工事

100 4000002462 422 横河フィールドエンジニアリングサービス（株） 新井　洋司 東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 市外 電気通信工事
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1 4000000090 526 黒木建設（株） 黒木　教明 日向市永江町２－１０８ 市内 造園工事

2 4000000327 55 （有）黒木造園 黒木　映弘 日向市不動寺５６ 市内 造園工事

3 4000000384 358 （株）黒高組 黒木　耕作 日向市大字日知屋１３１７０ 市内 造園工事

4 4000000331 528 （有）山松開発 河野　マキ子 日向市春原町１－８２－２ 市内 造園工事

5 4000000277 368 （有）草寿園 峰田　健次 日向市大字財光寺３５２９－４８ 市内 造園工事

6 4000000298 504 高千穂グリーン（株） 黒木　絹子 日向市大字日知屋６８２－２００ 市内 造園工事

7 4000000299 650 （株）東洋ガーデンズ 一之瀬　恭一 日向市大字財光寺１３０６ 市内 造園工事

8 4000000224 448 長堀造園 長堀　恵太郎 日向市大字財光寺１７９９－３ 市内 造園工事

9 4000000379 516 日向グリーン 加藤　信一 日向市亀崎西１－６０ 市内 造園工事

10 4000000054 440 （株）日向グリーンベルト 尾上　善右衛門 日向市大字財光寺３４４５番地 市内 造園工事

11 4000000278 588 （有）日向庭園管理センター 鈴木　孝雄 日向市大字富高７２２ 市内 造園工事

12 4000000468 494 （株）日向椰子園 日高　敏雄 日向市梶木町２丁目９３番地２ 市内 造園工事

13 4000000001 1 宮前建設（株） 宮前　隆之 日向市大字日知屋１６７５１番地 市内 造園工事

14 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 造園工事

15 4000000035 464 日本道路（株） 山口　宣男 東京都港区新橋１－６－５ 準市内 造園工事

16 4000001329 437 豊松建設（株） 松下　征雄 延岡市大武町1323番地 準市内 造園工事

17 4000000088 373 ( 株) 伊東建設 伊東　宏祐 延岡市無鹿町１－２２４８ 市外 造園工事

18 4000000081 152 上田工業（株） 森　龍彦 延岡市古城町５－４６ 市外 造園工事

19 4000002196 41 (有)エコ・クリーンアイランド 島田　剛夫 宮崎県延岡市大貫町４－１３３２ 市外 造園工事

20 4000002217 478 大淀造園(株) 横山　数美 宮崎県宮崎市恒久３丁目２７の１ 市外 造園工事

21 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 造園工事

22 4000002469 562 九州建設工業（株） 山下　寛治 宮崎市天満2丁目6番13号 市外 造園工事

23 4000000346 335 （株）児玉組 児玉　格 東臼杵郡門川町上町４－１１ 市外 造園工事

24 4000001500 622 （株）スポーツ施設研究所 池田　真 宮崎市大字芳士中原６２５ 市外 造園工事

25 4000000667 585 大洋建設（株） 甲斐　文男 延岡市野地町４－３５２８－１ 市外 造園工事

26 4000000408 664 （株）日光製作所 日高　信幸 国富町大字宮王丸６７７ 市外 造園工事

27 4000000437 300 （株）長谷川組 長谷川　明正 東臼杵郡門川町中須４－１７ 市外 造園工事

28 4000000614 615 （株）宮崎総合スポーツ 松下　和則 宮崎市大字赤江1242番地5 市外 造園工事

29 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 造園工事

30 4000000267 112 コーアツ工業（株） 白石　純孝 鹿児島市伊敷５－１７－５ 市外 造園工事

31 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 造園工事

32 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 造園工事

33 4000000249 514 長谷川体育施設（株） 柴田　敏久 東京都世田谷区太子堂１－４－２１ 市外 造園工事

34 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 造園工事

35 4000000284 168 三井住建道路（株） 澤　誠之助 東京都新宿区余丁町１３番２７号 市外 造園工事

36 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 造園工事

37 4000002471 593 内田工業（株） 内田　裕郎 名古屋市中川区好本町3-67 市外 造園工事

38 4000000287 255 奥アンツーカ（株） 奥　洋治 大阪府東大阪市長田東３－２－７ 市外 造園工事

39 4000002201 476 (株)奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 市外 造園工事

40 4000000133 228 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 市外 造園工事

41 4000001361 102 （株）九州体育施設 頓宮　正敏 大分県日田市大字高瀬１００５番地１ 市外 造園工事
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42 4000001498 619 九州林産（株） 長　宣也 福岡市南区野間３丁目７番２０号 市外 造園工事

43 4000002478 116 コウフ・フィールド（株） 加治木　英隆 福岡県福岡市博多区東那珂2-19-25 市外 造園工事

44 4000002372 490 国土防災技術（株） 柳内　克行 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 市外 造園工事

45 4000002240 80 佐藤工業(株) 山田　秀之 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 市外 造園工事

46 4000002303 265 四国環境整備興業（株） 青野　岩夫 愛媛県今治市国分１－１－１８ 市外 造園工事

47 4000000323 122 （株）スポーツテクノ和広 髙松　保雄 東京都品川区南大井３－６－１８ 市外 造園工事

48 4000000027 285 （株）錢高組 銭高　善雄 大阪市西区西本町２－２－１１ 市外 造園工事

49 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 造園工事

50 4000002368 70 タカオ（株） 高尾　典秀 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１ 市外 造園工事

51 4000000311 63 （株）竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 市外 造園工事

52 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 造園工事

53 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 造園工事

54 4000002041 126 東和スポーツ施設（株） 川谷　真輝 京都市左京区北白川下池田町７９－１ 市外 造園工事

55 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 造園工事

56 4000002466 505 西日本高速道路メンテナンス九州（株） 藤下　幸三 福岡市中央区舞鶴1丁目2番22号 市外 造園工事

57 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 造園工事

58 4000000048 524 日本国土開発（株） 工藤　睦信 東京都港区赤坂４－９－９ 市外 造園工事

59 4000001125 7 日本体育施設（株） 奥　裕之 東京都中野区東中野３－２０－１０ 市外 造園工事

60 4000002447 117 （株）ハウツ 吉川　絵美 福岡県大野城市大池2丁目25-3 市外 造園工事

61 4000002341 352 平井スポーツ建設（株） 平井　秀文 福岡市東区箱崎３－１３－１５ 市外 造園工事

62 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 造園工事

63 4000001121 130 美津濃（株） 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 市外 造園工事
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1 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 さく井工事

2 4000000114 446 （株）ニチボー 山岡　正基 福岡市博多区板付４－７－２８ 準市内 さく井工事

3 4000001998 586 （株）総合開発工業 坂東　昭男 宮崎市大淀１－２－１９ 市外 さく井工事

4 4000002228 14 特殊ボーリング工業(株) 遠矢　雄二郎 都城市高城町石山３４４０番地１ 市外 さく井工事

5 4000000974 409 （有）南日本設備サービス 安在　哲幸 延岡市小野町４１３８－６ 市外 さく井工事

6 4000000272 523 日特建設（株） 中森　保 東京都中央区銀座８－１４－１４ 市外 さく井工事

7 4000000125 4 扶桑建設工業（株） 上床　隆明 東京都中央区新川１丁目２３番５号 市外 さく井工事

8 4000000151 434 明大工業（株） 藤本　修司 別府市船小路町３－４３ 市外 さく井工事

9 4000002187 37 （株）ＮＮＣエンジニアリング 青柳　良孝 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 市外 さく井工事

10 4000002372 490 国土防災技術（株） 柳内　克行 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 市外 さく井工事

11 4000000410 280 ドリコ（株） 小松　伸一郎 東京都台東区東上野４－８－１ 市外 さく井工事
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1 4000000180 465 上野硝子建材（株） 上野　俊一 日向市大字財光寺１４１４ 市内 建具工事

2 4000000142 193 新日本サッシ販売（株） 挾間　幸一 日向市大字日知屋３３８９－１７ 市内 建具工事

3 4000000043 427 日向トーヨー住器（株） 右松　寿美 日向市梶木町２－１４ 市内 建具工事

4 4000000459 495 （有）別府金物店 別府　嘉郎 日向市大字日知屋７６２４－１ 市内 建具工事

5 4000002308 208 岩切商事（株） 伊地知　和憲 宮崎市高千穂通１－７－２４ 市外 建具工事

6 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 建具工事

7 4000001946 548 大和コーケン（株） 児玉　静子 宮崎市稗原町１１番地１ 市外 建具工事

8 4000000704 549 大和物産（株） 児玉　寛太郎 都城市高木町７０３０番地 市外 建具工事

9 4000002095 106 （株）ヒラヌマ 平沼　正二 宮崎市大塚町原ノ前1622番地 市外 建具工事

10 4000000409 624 宮崎施設機械（株） 大峯　康誠 宮崎市清水３－１１－１７ 市外 建具工事

11 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 建具工事

12 4000000752 127 オリエント産業（株） 安部　信夫 福岡市中央区舞鶴１－４－１９ 市外 建具工事

13 4000000283 95 大和リース（株） 森田　俊作 大阪市中央区農人橋２丁目１－３６ 市外 建具工事

14 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 建具工事

15 4000002033 637 三和シャッター工業（株） 木下　和彦 東京都板橋区新河岸２－３－５ 市外 建具工事

16 4000002472 633 日東工営（株） 高山　哲夫 東京都新宿区西新宿7-5-2 市外 建具工事
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1 4000001734 506 （株）アイテック 青木　一志 日向市大字財光寺２７９－２ 市内 水道施設工事

2 4000000011 339 アイワ（株） 春山　晃久 日向市原町１－８４ 市内 水道施設工事

3 4000000119 186 旭開発（株） 黒木　豊幸 日向市向江町１－２００ 市内 水道施設工事

4 4000000057 298 旭建設（株） 黒木　繁人 日向市向江町１－２００ 市内 水道施設工事

5 4000000623 540 あさひ産業（株） 西村　賢一 日向市大字日知屋１５８３７番地 市内 水道施設工事

6 4000000471 114 （株）伊東冷熱工業 伊東　貞輔 日向市永江町３－５５ 市内 水道施設工事

7 4000000898 294 岩倉設備 岩倉　裕幸 日向市大字財光寺５７１９－２ 市内 水道施設工事

8 4000000294 337 （株）内山建設 内山　雅仁 日向市大字財光寺１３６０－１ 市内 水道施設工事

9 4000000296 433 海野建設（株） 海野　洋光 日向市東郷町山陰丙５８２－１ 市内 水道施設工事

10 4000000112 318 （株）甲斐設備工業 甲斐　聖三 日向市大字財光寺４０５ 市内 水道施設工事

11 4000000006 553 （株）カトウ 加藤　好 日向市大字富高３０１－１ 市内 水道施設工事

12 4000002473 305 河野工業 河野　静男 日向市大字日知屋1383-51 市内 水道施設工事

13 4000001640 400 （有）菊池建設 菊池　幹男 日向市東郷町山陰丙１７７５番地３ 市内 水道施設工事

14 4000000359 527 （有）小泉管工事工務店 小泉　應和 日向市梶木町２丁目３２番地 市内 水道施設工事

15 4000002259 454 向陽設備 黒木　富規 日向市大字平岩６４４９番地４２ 市内 水道施設工事

16 4000000641 140 （株）五幸建設 河野　裕介 日向市大字日知屋４７２６－１０ 市内 水道施設工事

17 4000000301 507 （株）コダマ設備工業 児玉　義男 日向市大字財光寺２７９－２ 市内 水道施設工事

18 4000000028 542 栄建設（株） 西村　一女子 日向市大字日知屋１２００２ 市内 水道施設工事

19 4000000040 148 （株）佐藤設備 佐藤　修己 日向市迎洋園２丁目５５番地 市内 水道施設工事

20 4000000640 274 （株）三郎建設 黒木　三郎 日向市東郷町山陰丙１４７９－７ 市内 水道施設工事

21 4000000598 189 宗建設（株） 安田　宗信 日向市都町１４－１６ 市内 水道施設工事

22 4000000033 403 （株）髙野建設 髙野　幸紘 日向市鶴町３－９７－１ 市内 水道施設工事

23 4000000666 87 （有）髙山産業開発 髙山　修 日向市東郷町八重原迫野内８１９ 市内 水道施設工事

24 4000001118 509 （株）寺原建設 寺原　忠男 日向市東郷町山陰辛４５１ 市内 水道施設工事

25 4000001101 273 （有）東耀開発 根本　芳孝 日向市東郷町山陰己１０７０－１ 市内 水道施設工事

26 4000000663 594 東洋設備工業（有） 落合　智久 日向市向江町１－１４８ 市内 水道施設工事

27 4000000160 501 富高水道工務店 安部　功二郎 日向市大字財光寺４８６３－３０ 市内 水道施設工事

28 4000000388 342 （株）日備 山村　健司 日向市永江町２丁目５８番地 市内 水道施設工事

29 4000002080 554 日水設備（株） 加藤　恭子 日向市大字塩見字新道ヶ下１０７８８番地 市内 水道施設工事

30 4000000237 432 （株）ビスイ 矢野　美治 日向市北町２－４５ 市内 水道施設工事

31 4000000010 338 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 水道施設工事

32 4000000984 241 日向地区建設事業協同組合 河内　政男 日向市南町２－２９ 市内 水道施設工事

33 4000000063 153 （株）不二電気水道工業 寺田　太 日向市大字財光寺１２８６ 市内 水道施設工事

34 4000000258 187 細島水道設備 寺原　義明 日向市平野町１－２７ 市内 水道施設工事

35 4000000523 555 丸邦産業（株） 奈須　邦男 日向市大字富高２８９－２ 市内 水道施設工事

36 4000000147 414 （株）三矢建設 三樹　千博 日向市永江町１－４８ 市内 水道施設工事

37 4000000001 1 宮前建設（株） 宮前　隆之 日向市大字日知屋１６７５１番地 市内 水道施設工事

38 4000000231 487 （有）八千代建設 黒木　克臣 日向市曽根町４－７９－３ 市内 水道施設工事

39 4000000451 604 ヤマサキ設備 山崎　学 日向市比良町４－７３ 市内 水道施設工事

40 4000000023 160 （株）吉田工業 吉田　孝一 日向市本町９－１９ 市内 水道施設工事

41 4000000332 520 （株）イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下３１００－１ 準市内 水道施設工事
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42 4000000554 499 （株）工藤興業 工藤　勝利 西臼杵郡高千穂町大字上野１１２６ 準市内 水道施設工事

43 4000000306 364 （株）坂下組 坂下　利博 小林市細野３９１－１ 準市内 水道施設工事

44 4000002246 173 (株)志多組 志多　宏彦 宮崎市高千穂通１－４－３０ 準市内 水道施設工事

45 4000002476 646 セイユウ設備 河野　哲也 宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末9132番地 準市内 水道施設工事

46 4000000174 203 日新興業（株） 河野　孝夫 延岡市本小路７４ 準市内 水道施設工事

47 4000000035 464 日本道路（株） 山口　宣男 東京都港区新橋１－６－５ 準市内 水道施設工事

48 4000001329 437 豊松建設（株） 松下　征雄 延岡市大武町1323番地 準市内 水道施設工事

49 4000000319 59 三桜電気工業（株） 大野　拓朗 宮崎市大字小松字下川原１１５８番地の１１ 準市内 水道施設工事

50 4000000380 316 （株）矢野興業 矢野　文昭 宮崎市橘通西５－１－２３ 準市内 水道施設工事

51 4000000504 147 大和開発（株） 境　一成 宮崎市高洲町２３５－３ 準市内 水道施設工事

52 4000000122 357 吉原建設（株） 岩元　光男 都城市中原町３２－１ 準市内 水道施設工事

53 4000001761 319 （有）Ｉ・Ｃ・Ｍコーポレーション 増田　哲男 宮崎市佐土原町下田島２０１１３－１９ 市外 水道施設工事

54 4000000483 317 （有）旭空調設備メンテナンス 山崎　曠 宮崎市大字芳士１９８７ 市外 水道施設工事

55 4000002456 261 （株）アメックス 上山　泰寛 宮崎市江平東町10-6 市外 水道施設工事

56 4000000088 373 ( 株) 伊東建設 伊東　宏祐 延岡市無鹿町１－２２４８ 市外 水道施設工事

57 4000000081 152 上田工業（株） 森　龍彦 延岡市古城町５－４６ 市外 水道施設工事

58 4000001956 568 （株）内田工業 小田　賢一 宮崎市大工３丁目２７８番地１ 市外 水道施設工事

59 4000000203 322 江坂設備工業（株） 長倉　康治 宮崎市橘通西５－２－３３ 市外 水道施設工事

60 4000000723 460 エステー開発（株） 田浦　希 延岡市旭ヶ丘６－７－１ 市外 水道施設工事

61 4000001089 235 小川水道設備 小川　宗利 門川町南町２丁目４２番地 市外 水道施設工事

62 4000002124 469 （株）小田工業 小田　茂行 延岡市浜町４７２４番地６９ 市外 水道施設工事

63 4000001990 653 （株）環境未来恒産 石川　武則 宮崎市日ノ出町２２６番地 市外 水道施設工事

64 4000001957 201 木田建設（株） 木田　壮一郎 西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２ 市外 水道施設工事

65 4000002469 562 九州建設工業（株） 山下　寛治 宮崎市天満2丁目6番13号 市外 水道施設工事

66 4000000017 621 清本鉄工（株） 清本　英男 延岡市土々呂町６－１６３３ 市外 水道施設工事

67 4000000969 535 （有）クリエイト 鈴木　哲夫 延岡市鯛名町９１０－７ 市外 水道施設工事

68 4000000692 73 （株）桜木組 櫻木　博巳 都城市高城町桜木１６９３－２ 市外 水道施設工事

69 4000002238 381 (株)ダイニチ開発 川越　昌廣 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－９１８ 市外 水道施設工事

70 4000002468 559 パシフィック建設（株） 谷　年雄 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋4486番地 市外 水道施設工事

71 4000000437 300 （株）長谷川組 長谷川　明正 東臼杵郡門川町中須４－１７ 市外 水道施設工事

72 4000001863 108 (有)ホキタ産業 橋口　一彦 東臼杵郡美郷町西郷区田代９０５６番地１ 市外 水道施設工事

73 4000000452 638 （株）増田工務店 増田　秀文 高鍋町大字北高鍋４７５０ 市外 水道施設工事

74 4000000981 380 （株）松本組 成田　豊盛 宮崎市橘通東２－７－８ 市外 水道施設工事

75 4000001773 609 三井工業（株） 坂本　聡 延岡市大武町７７９－８ 市外 水道施設工事

76 4000000974 409 （有）南日本設備サービス 安在　哲幸 延岡市小野町４１３８－６ 市外 水道施設工事

77 4000000218 578 宮崎中央開発工業（有） 上町　伊根子 宮崎市中津瀬町８７番地 市外 水道施設工事

78 4000002220 370 宮崎ニチレキ(株) 宇都　清久 宮崎市佐土原町下那珂７３７３－１ 市外 水道施設工事

79 4000000376 560 湯川建設（株） 湯川　鶴三 延岡市昭和町３－２０１４ 市外 水道施設工事

80 4000002463 425 （株）ＩＨＩインフラ建設 小島　治久 東京都江東区東陽7丁目1番1号 市外 水道施設工事

81 4000000320 602 （株）安部日鋼工業 髙橋　泰之 岐阜市六条大溝３－１３－３ 市外 水道施設工事

82 4000000358 229 （株）ウォーターテック 美和　清二 東京都港区芝浦３－１６－１ 市外 水道施設工事
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83 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 水道施設工事

84 4000000282 57 オリエンタル白石（株） 井岡　隆雄 東京都江東区豊洲5丁目6番52号 市外 水道施設工事

85 4000002398 607 （株）ガイアートＴ・Ｋ 前山　俊彦 東京都新宿区新小川町８－２７ 市外 水道施設工事

86 4000001088 271 （株）ケイテック 木場　紋次 福岡市中央区赤坂１－１３－１０ 市外 水道施設工事

87 4000000267 112 コーアツ工業（株） 白石　純孝 鹿児島市伊敷５－１７－５ 市外 水道施設工事

88 4000000221 176 五洋建設（株） 村重　芳雄 文京区後楽２－２－８ 市外 水道施設工事

89 4000002457 361 三軌建設（株） 江村　康博 福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目13番5号 市外 水道施設工事

90 4000000333 12 世紀東急工業（株） 佐藤　俊昭 港区芝公園２－９－３ 市外 水道施設工事

91 4000000310 40 大成建設（株） 山内　隆司 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 市外 水道施設工事

92 4000001978 8 （株）トーケミ 細谷　一彦 大阪府大阪市淀川区田川北１丁目１２番１１号 市外 水道施設工事

93 4000000272 523 日特建設（株） 中森　保 東京都中央区銀座８－１４－１４ 市外 水道施設工事

94 4000002204 349 日本乾溜工業(株) 沢井　博美 福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 市外 水道施設工事

95 4000000903 199 （株）ニューテック康和 佐藤　正明 東京都北区中里２－９－５ 市外 水道施設工事

96 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 水道施設工事

97 4000000020 290 （株）ピーエス三菱 勝木　恒男 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 市外 水道施設工事

98 4000000125 4 扶桑建設工業（株） 上床　隆明 東京都中央区新川１丁目２３番５号 市外 水道施設工事

99 4000002337 386 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町7番2号 市外 水道施設工事

100 4000000284 168 三井住建道路（株） 澤　誠之助 東京都新宿区余丁町１３番２７号 市外 水道施設工事

101 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 水道施設工事

102 4000002165 606 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 水道施設工事

103 4000000018 246 若築建設（株） 菅野　幸裕 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 市外 水道施設工事

104 4000001867 142 （株）ＩＨＩ環境エンジニアリング 荻野　政之 東京都江東区木場五丁目１０番１１号 市外 水道施設工事

105 4000001952 118 アイム電機工業（株） 小野　隆二郎 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３番４号 市外 水道施設工事

106 4000000453 165 （株）淺沼組 淺沼　健一 大阪市天王寺区東高津町１２－６ 市外 水道施設工事

107 4000000281 220 アタカ大機（株） 小川　泰雄 大阪市此花区西九条５丁目－３番－２８号ナインティビル 市外 水道施設工事

108 4000001740 397 アムコン（株） 佐々木　昌一 神奈川県横浜市港北区新羽町1926 市外 水道施設工事

109 4000002224 363 アムズ(株) 谷口　敏 石川県金沢市西泉３－９２ 市外 水道施設工事

110 4000000499 206 飯塚電機工業（株） 松尾　修一 熊本市中央区十禅寺１－４－１２ 市外 水道施設工事

111 4000000066 642 （株）石垣 石垣　真 東京都中央区京橋１－１－１ 市外 水道施設工事

112 4000002233 123 磯村豊水機工(株) 尾崎　康史 東京都港区虎ノ門一丁目１番３号 市外 水道施設工事

113 4000002384 217 （株）荏原製作所 矢後　夏之助 東京都大田区羽田旭町１１番１号 市外 水道施設工事

114 4000001325 631 （株）大阪防水建設社 宇賀　良太 大阪市天王寺区餌差町７－６ 市外 水道施設工事

115 4000000511 561 （株）大本組 大本　万平 岡山市北区内山下１丁目１番１３号 市外 水道施設工事

116 4000002201 476 (株)奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 市外 水道施設工事

117 4000000257 29 オルガノ（株） 内田　裕行 東京都江東区新砂一丁目２番８号 市外 水道施設工事

118 4000001624 53 オルガノプラントサービス（株） 長谷川　雅順 東京都文京区本郷５－５－１６ 市外 水道施設工事

119 4000000230 557 開成工業（株） 鬼塚　善嗣 熊本県熊本市北区植木町石川４５０番地１ 市外 水道施設工事

120 4000002359 533 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 水道施設工事

121 4000000133 228 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 市外 水道施設工事

122 4000000025 355 管清工業（株） 長谷川　健司 世田谷区上用賀１－７－３ 市外 水道施設工事

123 4000000245 334 九鉄工業（株） 甲斐　統治郎 福岡県北九州市門司区小森江３－１２－１０ 市外 水道施設工事
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124 4000000173 569 （株）協和エクシオ 石川　國雄 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 市外 水道施設工事

125 4000000473 570 共和化工（株） 吉村　俊治 品川区西五反田７－２５－１９ 市外 水道施設工事

126 4000000161 258 協和機電工業（株） 坂井　秀之 長崎市川口町１０－２ 市外 水道施設工事

127 4000000141 19 （株）クボタ 益本　康男 大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 市外 水道施設工事

128 4000002173 144 クボタ環境サービス（株） 岩部　秀樹 東京都台東区松が谷１－３－５ 市外 水道施設工事

129 4000000297 330 蔵田工業（株） 蔵田　元 福岡市南区那ノ川２－１－１７ 市外 水道施設工事

130 4000000502 457 （株）栗田機械製作所 栗田　佳直 大阪市西区境川２－１－４４ 市外 水道施設工事

131 4000000435 11 （株）研進産業 城戸　隆秀 福岡市西区福重２－５－１６ 市外 水道施設工事

132 4000000669 109 西戸崎興産（株） 坪内　一洋 福岡市東区大岳２－１－１ 市外 水道施設工事

133 4000002240 80 佐藤工業(株) 山田　秀之 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 市外 水道施設工事

134 4000002249 347 (株)サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５丁目２０番１１号 市外 水道施設工事

135 4000002193 44 三機工業(株) 梶浦　卓一 東京都中央区明石町８番１号 市外 水道施設工事

136 4000000145 365 ＪＦＥエンジニアリング(株) 岸本　純幸 神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１ 市外 水道施設工事

137 4000002303 265 四国環境整備興業（株） 青野　岩夫 愛媛県今治市国分１－１－１８ 市外 水道施設工事

138 4000000436 497 (株)神鋼環境ソリューション 重河　和夫 神戸市中央区脇浜町１－４－７８ 市外 水道施設工事

139 4000001970 595 神鋼環境メンテナンス（株） 山本　徹 神戸市中央区磯上通２丁目２番２１号 市外 水道施設工事

140 4000000442 634 水道機工（株） 佐藤　眞理 世田谷区桜丘５－４８－１６ 市外 水道施設工事

141 4000002374 20 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 水道施設工事

142 4000000070 281 （株）菅原 古江　訓雄 北九州市八幡東区西本町３－２－５ 市外 水道施設工事

143 4000002100 565 住重環境エンジニアリング（株） 神村　誠 東京都品川区西五反田7丁目1番1号 市外 水道施設工事

144 4000000369 475 住友重機械エンバイロメント（株） 牛山　仁司 東京都品川区西五反田７丁目２５番９号 市外 水道施設工事

145 4000002329 238 西武建設（株） 宮本　文夫 埼玉県所沢市くすのき台１丁目１１番地２ 市外 水道施設工事

146 4000002206 36 積水アクアシステム(株) 西村　章 大阪市北区大淀中１丁目１番３０号梅田スカイビルタワーウエスト２１階 市外 水道施設工事

147 4000000027 285 （株）錢高組 銭高　善雄 大阪市西区西本町２－２－１１ 市外 水道施設工事

148 4000000501 61 （株）ダイキアクシス 大亀　裕 愛媛県松山市美沢１－９－１ 市外 水道施設工事

149 4000002166 564 大成機工（株） 鈴木　仁 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００ 市外 水道施設工事

150 4000002093 346 大豊建設（株） 水島　久尾 東京都中央区新川１－２４－４ 市外 水道施設工事

151 4000000311 63 （株）竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 市外 水道施設工事

152 4000000222 289 月島機械（株） 山田　和彦 東京都中央区佃２丁目１７番１５号 市外 水道施設工事

153 4000001866 151 テスコ(株) 小林　千尋 東京都新宿区信濃町３４ 市外 水道施設工事

154 4000000083 46 鉄建建設（株） 橋口　誠之 東京都千代田区三崎町２－５－３ 市外 水道施設工事

155 4000002186 179 (株)電業社機械製作所 栁瀨　宜浩 東京都大田区大森北一丁目５番１号 市外 水道施設工事

156 4000000005 79 東亜建設工業（株） 松尾　正臣 東京都新宿区西新宿３丁目７番１号 市外 水道施設工事

157 4000000124 618 東急建設（株） 飯塚　恒生 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 市外 水道施設工事

158 4000000168 216 東洋建設（株） 毛利　茂樹 東京都江東区青海２丁目４番２４号 市外 水道施設工事

159 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 水道施設工事

160 4000000042 616 飛島建設（株） 伊藤　寛治 神奈川県川崎市高津区坂戸３丁目２番１号 市外 水道施設工事

161 4000000410 280 ドリコ（株） 小松　伸一郎 東京都台東区東上野４－８－１ 市外 水道施設工事

162 4000000176 632 （株）酉島製作所 原田　耕太郎 大阪府高槻市宮田町１－１－８ 市外 水道施設工事

163 4000000592 120 西田鉄工（株） 大渕　憲二 東京都墨田区太平３丁目３番１２号 市外 水道施設工事

164 4000002466 505 西日本高速道路メンテナンス九州（株） 藤下　幸三 福岡市中央区舞鶴1丁目2番22号 市外 水道施設工事
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165 4000001888 256 (株)西原環境 西原　幸志 東京都港区海岸3丁目20番20号 市外 水道施設工事

166 4000000198 296 西松建設（株） 近藤　晴貞 港区虎ノ門１－２０－１０ 市外 水道施設工事

167 4000002090 247 日水産業（株） 黒田　和久 横浜市港南区港南台３－４－４６ 市外 水道施設工事

168 4000002425 94 （株）日本ピーエス 室　孝士 福井県敦賀市若泉町３ 市外 水道施設工事

169 4000002031 620 日本原料（株） 齋藤　安弘 川崎市川崎区東田町１番地２ 市外 水道施設工事

170 4000000048 524 日本国土開発（株） 工藤　睦信 東京都港区赤坂４－９－９ 市外 水道施設工事

171 4000000754 128 ノダック（株） 帆足　紀幸 大阪府豊中市宝山町２３－１５ 市外 水道施設工事

172 4000002198 577 （株）日立プラントサービス 村山　義治 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン6034階 市外 水道施設工事

173 4000000117 213 （株）日立プラントテクノロジー 東原　敏昭 東京都豊島区東池袋４－５－２ 市外 水道施設工事

174 4000002328 567 （株）プランテムタナカ 田中　義郎 鹿児島市七ツ島１丁目１番２６号 市外 水道施設工事

175 4000002446 72 （株）ベルテクノ 鈴木　洋 愛知県名古屋市中区栄2丁目5番1号 市外 水道施設工事

176 4000002454 226 マーク建設（株） 藤木　伸次 北九州市八幡西区市瀬3丁目7番41号 市外 水道施設工事

177 4000001650 279 （株）前澤エンジニアリングサービス 吉田　隆志 埼玉県川口市仲町5番11号 市外 水道施設工事

178 4000002178 100 前澤工業（株） 松原　正 埼玉県川口市仲町５番１１号 市外 水道施設工事

179 4000000061 135 前田建設工業（株） 小原　好一 東京都千代田区猿楽町2丁目8番8号 市外 水道施設工事

180 4000002221 286 松井建設(株) 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 市外 水道施設工事

181 4000000135 351 （株）ミゾタ 井田　建 佐賀市伊勢町１５－１ 市外 水道施設工事

182 4000000171 82 （株）明電舎 稲村　純三 東京都品川区大崎２－１－１ 市外 水道施設工事

183 4000001857 210 メタウォーター（株） 木田　友康 東京都港区虎ノ門４－３－１城山トラストタワー 市外 水道施設工事

184 4000001343 27 森松工業(株) 松久　信夫 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 市外 水道施設工事

185 4000001864 225 矢田工業(株) 成田　正樹 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 市外 水道施設工事

186 4000000407 111 山田工業（株） 中道　保信 大阪市中央区日本橋1丁目17番17号 市外 水道施設工事

187 4000000248 359 理水化学（株） 川﨑　肇 大阪府大阪市北区南森町１丁目４番１０号 市外 水道施設工事

188 4000002104 366 ワセダ技研（株） 坂口　善己 東京都中央区東日本橋2-24-14 市外 水道施設工事
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1 4000000112 318 （株）甲斐設備工業 甲斐　聖三 日向市大字財光寺４０５ 市内 消防施設工事

2 4000000115 242 （株）柏田電業社 柏田　隆 日向市大字日知屋１５８９０ 市内 消防施設工事

3 4000000445 529 川口電気工業 川口　俊光 日向市大字財光寺２１７－６ 市内 消防施設工事

4 4000000357 493 （有）黒木電気消防 黒木　正博 日向市大字日知屋字塩田１６１８５－２ 市内 消防施設工事

5 4000000359 527 （有）小泉管工事工務店 小泉　應和 日向市梶木町２丁目３２番地 市内 消防施設工事

6 4000000215 240 （有）晃陽電業 児玉　晃 日向市曽根町４－８７ 市内 消防施設工事

7 4000000301 507 （株）コダマ設備工業 児玉　義男 日向市大字財光寺２７９－２ 市内 消防施設工事

8 4000000334 648 （有）児玉電設 兒玉　正秋 日向市原町４－６－３ 市内 消防施設工事

9 4000000040 148 （株）佐藤設備 佐藤　修己 日向市迎洋園２丁目５５番地 市内 消防施設工事

10 4000001560 315 寺原電業 寺原　信義 日向市東郷町山陰丙９７５－４ 市内 消防施設工事

11 4000000388 342 （株）日備 山村　健司 日向市永江町２丁目５８番地 市内 消防施設工事

12 4000000237 432 （株）ビスイ 矢野　美治 日向市北町２－４５ 市内 消防施設工事

13 4000000013 58 日向合同電設（有） 尾前　茂喜 日向市北町１－２４ 市内 消防施設工事

14 4000000495 243 （有）日向冷熱工業 中村    悟 日向市亀崎東１－３１ 市内 消防施設工事

15 4000000063 153 （株）不二電気水道工業 寺田　太 日向市大字財光寺１２８６ 市内 消防施設工事

16 4000000258 187 細島水道設備 寺原　義明 日向市平野町１－２７ 市内 消防施設工事

17 4000000250 268 （株）細島電業 日高　卓海 日向市大字財光寺６０８８ 市内 消防施設工事

18 4000000023 160 （株）吉田工業 吉田　孝一 日向市本町９－１９ 市内 消防施設工事

19 4000000178 459 （有）和田電工社 和田　均 日向市大字日知屋木原１６３０８－１ 市内 消防施設工事

20 4000000332 520 （株）イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下３１００－１ 準市内 消防施設工事

21 4000000415 472 （株）岸田電業 岸田　進喜 延岡市大貫町４－２９１８ 準市内 消防施設工事

22 4000000548 253 中村消防防災（株） 中村　隆美 宮崎市丸島町４－２１ 準市内 消防施設工事

23 4000000319 59 三桜電気工業（株） 大野　拓朗 宮崎市大字小松字下川原１１５８番地の１１ 準市内 消防施設工事

24 4000001645 404 （株）アブニール 五反田　洋文 東臼杵郡門川町宮ヶ原２丁目５９番地 市外 消防施設工事

25 4000002456 261 （株）アメックス 上山　泰寛 宮崎市江平東町10-6 市外 消防施設工事

26 4000001956 568 （株）内田工業 小田　賢一 宮崎市大工３丁目２７８番地１ 市外 消防施設工事

27 4000000736 266 （株）小田電業 小田　満美 宮崎市波島１－４１－２９ 市外 消防施設工事

28 4000001347 537 （有）金丸電業 金丸　初幸 東臼杵郡門川町南町６－２４ 市外 消防施設工事

29 4000000166 69 （株）共立電機製作所 米良　充典 宮崎市赤江飛江田７９７ 市外 消防施設工事

30 4000000425 431 旭進興業（株） 黒木　清数 延岡市別府町３９０３－２ 市外 消防施設工事

31 4000001898 310 (株)興電舎 甲斐　稔康 延岡市浜町２２２番地１ 市外 消防施設工事

32 4000001307 376 (株)修電舎 一瀬　直行 延岡市大武町３９－１１２ 市外 消防施設工事

33 4000000527 195 （株）通信特機 伊東　恭志 延岡市別府町３０９０－１ 市外 消防施設工事

34 4000001960 649 （株）電工社 田ノ上　守 宮崎市丸島町４番９号 市外 消防施設工事

35 4000002230 275 (株)中城電設 中城　昌平 延岡市川原崎町４６５－１ 市外 消防施設工事

36 4000002345 392 （株）白陽 日高　均 宮崎市高千穂通１－３－２６ 市外 消防施設工事

37 4000000385 297 （株）はまゆう電設 長友　廣志 宮崎市恒久南３－１２－１１ 市外 消防施設工事

38 4000001087 28 （株）堀田商事 堀田　幸彦 延岡市浜町４１１－５ 市外 消防施設工事

39 4000002030 287 三桜電設（株） 大野　篤則 延岡市川原崎町２１１９－２ 市外 消防施設工事

40 4000000383 181 （株）宮栄電設 甲斐　孝則 宮崎市大字島之内９７２８－７ 市外 消防施設工事

41 4000002032 137 宮崎電業（株） 井川　高幸 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－２９ 市外 消防施設工事
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42 4000001895 353 宮崎ラビットポンプ(有) 関　圭一朗 宮崎市丸島町４番３４号 市外 消防施設工事

43 4000001112 156 （株）宮日設備 長瀬　清 宮崎市江平東町８－２０ 市外 消防施設工事

44 4000000449 387 （株）明光社 山下　幸春 宮崎市江平中町７－１０ 市外 消防施設工事

45 4000001503 651 和光電設（株） 戸郷　義広 宮崎市村角町萩崎２６５６－１ 市外 消防施設工事

46 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 消防施設工事

47 4000002204 349 日本乾溜工業(株) 沢井　博美 福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 市外 消防施設工事

48 4000000125 4 扶桑建設工業（株） 上床　隆明 東京都中央区新川１丁目２３番５号 市外 消防施設工事

49 4000000186 215 三井住友建設（株） 則久　芳行 東京都中央区佃２丁目１番６号リバーシティM-SQUARE 市外 消防施設工事

50 4000001737 134 アズビル（株） 曽禰　寛純 東京都千代田区丸の内２－７－３ 市外 消防施設工事

51 4000002359 533 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 消防施設工事

52 4000000173 569 （株）協和エクシオ 石川　國雄 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 市外 消防施設工事

53 4000001979 589 新生テクノス（株） 杉本　章 東京都港区芝公園２丁目４番１号 市外 消防施設工事

54 4000000542 115 住友電設（株） 磯部　正人 大阪市西区阿波座２－１－４ 市外 消防施設工事

55 4000001996 282 東邦電気工業（株） 内田　滋 東京都渋谷区恵比寿１丁目１９番２３号 市外 消防施設工事

56 4000000234 635 東洋熱工業（株） 太田　勝志 東京都中央区銀座１丁目１６番７号友泉銀座ビル 市外 消防施設工事

57 4000002315 26 パナソニックＥＳエンジニアリング（株） 長尾　久和 大阪市中央区城見２－１－６１ 市外 消防施設工事
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1 4000002432 23 （株）創建 安藤　幸市 日向市大字塩見１５２３２番地１ 市内 清掃施設工事

2 4000002456 261 （株）アメックス 上山　泰寛 宮崎市江平東町10-6 市外 清掃施設工事

3 4000001956 568 （株）内田工業 小田　賢一 宮崎市大工３丁目２７８番地１ 市外 清掃施設工事

4 4000002236 207 正和プラント(株) 前田　正暉 宮崎市大坪東３丁目１４番３８号 市外 清掃施設工事

5 4000000136 658 （株）大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号 市外 清掃施設工事

6 4000000455 64 （株）間組 小野　俊雄 東京都港区虎ノ門２－２－５ 市外 清掃施設工事

7 4000000125 4 扶桑建設工業（株） 上床　隆明 東京都中央区新川１丁目２３番５号 市外 清掃施設工事

8 4000002218 184 三機化工建設（株） 藤井　雅則 東京都中央区明石町８番１号 市外 清掃施設工事

9 4000000281 220 アタカ大機（株） 小川　泰雄 大阪市此花区西九条５丁目－３番－２８号ナインティビル 市外 清掃施設工事

10 4000001303 411 エスエヌ環境テクノロジー(株) 安藤　真一郎 大阪市住之江区南港北１丁目７－８９ 市外 清掃施設工事

11 4000002461 421 栫築炉工業（株） 栫　勝博 千葉県佐倉市上志津1117番地4 市外 清掃施設工事

12 4000002110 180 鎌長製衡（株） 鎌田　長明 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６ 市外 清掃施設工事

13 4000002409 171 川崎重工業（株） 長谷川　聰 神戸市中央区東川崎町三丁目１番１号 市外 清掃施設工事

14 4000000473 570 共和化工（株） 吉村　俊治 品川区西五反田７－２５－１９ 市外 清掃施設工事

15 4000002102 455 極東開発工業（株） 筆谷　高明 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 市外 清掃施設工事

16 4000002173 144 クボタ環境サービス（株） 岩部　秀樹 東京都台東区松が谷１－３－５ 市外 清掃施設工事

17 4000000297 330 蔵田工業（株） 蔵田　元 福岡市南区那ノ川２－１－１７ 市外 清掃施設工事

18 4000002403 75 虹技（株） 堀田　一之 姫路市大津区勘兵衛町４－１ 市外 清掃施設工事

19 4000002455 252 （株）荒新機工 新谷　匡人 愛知県一宮市小赤見字戌亥86番地 市外 清掃施設工事

20 4000002131 39 三広工業（株） 庄井　康 大阪府八尾市太田新町６－２６ 市外 清掃施設工事

21 4000000436 497 (株)神鋼環境ソリューション 重河　和夫 神戸市中央区脇浜町１－４－７８ 市外 清掃施設工事

22 4000002235 636 新日鉄住金エンジニアリング(株) 高橋　誠 東京都品川区大崎一丁目５番１号大崎センタービル 市外 清掃施設工事

23 4000001120 511 新明和工業（株） 大西　良弘 宝塚市新明和町１－１ 市外 清掃施設工事

24 4000002374 20 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 清掃施設工事

25 4000001556 345 （株）テクネ 原　正泰 福岡市博多区麦野１－１３－６ 市外 清掃施設工事

26 4000001866 151 テスコ(株) 小林　千尋 東京都新宿区信濃町３４ 市外 清掃施設工事

27 4000001953 391 東伸エンジニアリング（株） 江﨑　大輔 東京都品川区上大崎２－１３－２９ 市外 清掃施設工事

28 4000000058 601 戸田建設（株） 井上　舜三 中央区京橋１－７－１ 市外 清掃施設工事

29 4000001497 209 内海プラント（株） 柏　正敏 岡山市東区楢原５４２番地 市外 清掃施設工事

30 4000001888 256 (株)西原環境 西原　幸志 東京都港区海岸3丁目20番20号 市外 清掃施設工事

31 4000000491 573 三井造船（株） 加藤　泰彦 東京都中央区築地5-6-4 市外 清掃施設工事

32 4000002028 663 三菱マテリアルテクノ（株） 稲葉　善明 東京都千代田区九段北１－１４－１６ 市外 清掃施設工事

33 4000000407 111 山田工業（株） 中道　保信 大阪市中央区日本橋1丁目17番17号 市外 清掃施設工事
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