
令和４・5年度　市外建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 地域区分 業種名

株式会社アークス 島田　勝彦 三田市東山１１４２－１ 府外 土木一式

株式会社アークス 島田　勝彦 三田市東山１１４２－１ 府外 管

株式会社アークス 島田　勝彦 三田市東山１１４２－１ 府外 舗　　装

株式会社アート 松本　昂司 舞鶴市字小倉６７番地の１ 府内 土木一式

株式会社アート 松本　昂司 舞鶴市字小倉６７番地の１ 府内 電　　気

株式会社アート 松本　昂司 舞鶴市字小倉６７番地の１ 府内 管

株式会社アート 松本　昂司 舞鶴市字小倉６７番地の１ 府内 機械器具設置

株式会社アート 松本　昂司 舞鶴市字小倉６７番地の１ 府内 電気通信

株式会社アート 松本　昂司 舞鶴市字小倉６７番地の１ 府内 水道施設

株式会社アート 松本　昂司 舞鶴市字小倉６７番地の１ 府内 消防施設

アーバンテック株式会社 馬場﨑　孝誠 京都市南区吉祥院西ノ庄向田町６番地 府内 土木一式

アーバンテック株式会社 馬場﨑　孝誠 京都市南区吉祥院西ノ庄向田町６番地 府内 プレストレスト

アーバンテック株式会社 馬場﨑　孝誠 京都市南区吉祥院西ノ庄向田町６番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

アーバンテック株式会社 馬場﨑　孝誠 京都市南区吉祥院西ノ庄向田町６番地 府内 しゅんせつ

株式会社ＩＨＩインフラ建設 森内　昭 東京都江東区東陽７丁目１番１号 株式会社ＩＨＩインフラ建設関西支店 大和　幸夫 大阪市浪速区湊町１丁目４番１号 府外 土木一式

株式会社ＩＨＩインフラ建設 森内　昭 東京都江東区東陽７丁目１番１号 株式会社ＩＨＩインフラ建設関西支店 大和　幸夫 大阪市浪速区湊町１丁目４番１号 府外 プレストレスト

株式会社ＩＨＩインフラ建設 森内　昭 東京都江東区東陽７丁目１番１号 株式会社ＩＨＩインフラ建設関西支店 大和　幸夫 大阪市浪速区湊町１丁目４番１号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社ＩＨＩインフラ建設 森内　昭 東京都江東区東陽７丁目１番１号 株式会社ＩＨＩインフラ建設関西支店 大和　幸夫 大阪市浪速区湊町１丁目４番１号 府外 鋼構造物

株式会社ＩＨＩインフラ建設 森内　昭 東京都江東区東陽７丁目１番１号 株式会社ＩＨＩインフラ建設関西支店 大和　幸夫 大阪市浪速区湊町１丁目４番１号 府外 鋼橋上部

株式会社ＩＨＩインフラ建設 森内　昭 東京都江東区東陽７丁目１番１号 株式会社ＩＨＩインフラ建設関西支店 大和　幸夫 大阪市浪速区湊町１丁目４番１号 府外 機械器具設置

有限会社アイエス工業 伊藤　孝仁 京都市伏見区淀美豆町３９２ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

有限会社アイエス工業 伊藤　孝仁 京都市伏見区淀美豆町３９２ 府内 塗　　装

アイサワ工業株式会社 逢澤　寛人 岡山市北区表町１－５－１ アイサワ工業株式会社大阪支店 下田　耕二 大阪市北区浪花町１２番２４号 府外 土木一式

アイサワ工業株式会社 逢澤　寛人 岡山市北区表町１－５－１ アイサワ工業株式会社大阪支店 下田　耕二 大阪市北区浪花町１２番２４号 府外 建築一式

愛知時計電機株式会社 星加　俊之 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 愛知時計電機株式会社大阪支店 中水　準二 大阪市淀川区三津屋北二丁目２２番５号 府外 電　　気

愛知時計電機株式会社 星加　俊之 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 愛知時計電機株式会社大阪支店 中水　準二 大阪市淀川区三津屋北二丁目２２番５号 府外 管

愛知時計電機株式会社 星加　俊之 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 愛知時計電機株式会社大阪支店 中水　準二 大阪市淀川区三津屋北二丁目２２番５号 府外 機械器具設置

愛知時計電機株式会社 星加　俊之 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 愛知時計電機株式会社大阪支店 中水　準二 大阪市淀川区三津屋北二丁目２２番５号 府外 電気通信

アイテック株式会社 前田　幸治 大阪市北区梅田三丁目３番１０号 府外 管

アイテック株式会社 前田　幸治 大阪市北区梅田三丁目３番１０号 府外 機械器具設置

アイテック株式会社 前田　幸治 大阪市北区梅田三丁目３番１０号 府外 水道施設

株式会社アイル機電 橋元　博一 京都府宇治市広野町小根尾４番２ 府内 電　　気

株式会社アイル機電 橋元　博一 京都府宇治市広野町小根尾４番２ 府内 管

青木あすなろ建設株式会社 辻井　靖 東京都千代田区神田美土代町１番地 青木あすなろ建設株式会社大阪本店 清治　茂 大阪市北区大淀南一丁目４番１５号 府外 土木一式

青木あすなろ建設株式会社 辻井　靖 東京都千代田区神田美土代町１番地 青木あすなろ建設株式会社大阪本店 清治　茂 大阪市北区大淀南一丁目４番１５号 府外 プレストレスト

青木あすなろ建設株式会社 辻井　靖 東京都千代田区神田美土代町１番地 青木あすなろ建設株式会社大阪本店 清治　茂 大阪市北区大淀南一丁目４番１５号 府外 建築一式

青木あすなろ建設株式会社 辻井　靖 東京都千代田区神田美土代町１番地 青木あすなろ建設株式会社大阪本店 清治　茂 大阪市北区大淀南一丁目４番１５号 府外 しゅんせつ

青木あすなろ建設株式会社 辻井　靖 東京都千代田区神田美土代町１番地 青木あすなろ建設株式会社大阪本店 清治　茂 大阪市北区大淀南一丁目４番１５号 府外 水道施設

青野スポーツ施設株式会社 青野　幸三 大阪府守口市文園町５番１９号 府外 土木一式

青野スポーツ施設株式会社 青野　幸三 大阪府守口市文園町５番１９号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

青野スポーツ施設株式会社 青野　幸三 大阪府守口市文園町５番１９号 府外 舗　　装

青野スポーツ施設株式会社 青野　幸三 大阪府守口市文園町５番１９号 府外 造　　園

青松建設株式会社 青松　高成 京都府綾部市青野町高田８５ 府内 土木一式

青松建設株式会社 青松　高成 京都府綾部市青野町高田８５ 府内 舗　　装

暁新日本建設株式会社 和泉　頌二 京都市伏見区横大路下三栖辻堂町４５番地 府内 土木一式

昱工業株式会社 中川　崇 新潟市西区流通センター２丁目２番地３ 昱工業株式会社関西支店 吉田　敏晴 大阪市北区中之島６丁目２番４０号 府外 電　　気

昱工業株式会社 中川　崇 新潟市西区流通センター２丁目２番地３ 昱工業株式会社関西支店 吉田　敏晴 大阪市北区中之島６丁目２番４０号 府外 管

昱工業株式会社 中川　崇 新潟市西区流通センター２丁目２番地３ 昱工業株式会社関西支店 吉田　敏晴 大阪市北区中之島６丁目２番４０号 府外 機械器具設置

アクアインテック株式会社 八本　功 東京都千代田区神田駿河台４－２－５ アクアインテック株式会社大阪営業所 奥野　義信 大阪市淀川区宮原四丁目３番１２号 府外 機械器具設置

アクアインテック株式会社 八本　功 東京都千代田区神田駿河台４－２－５ アクアインテック株式会社大阪営業所 奥野　義信 大阪市淀川区宮原四丁目３番１２号 府外 水道施設

株式会社アサオ 浅尾　修三 兵庫県西脇市黒田庄町前坂１０７８ 府外 土木一式

株式会社アサオ 浅尾　修三 兵庫県西脇市黒田庄町前坂１０７８ 府外 電　　気

株式会社アサオ 浅尾　修三 兵庫県西脇市黒田庄町前坂１０７８ 府外 管

株式会社アサオ 浅尾　修三 兵庫県西脇市黒田庄町前坂１０７８ 府外 鋼構造物

株式会社アサオ 浅尾　修三 兵庫県西脇市黒田庄町前坂１０７８ 府外 機械器具設置

株式会社アサオ 浅尾　修三 兵庫県西脇市黒田庄町前坂１０７８ 府外 水道施設

株式会社淺沼組 浅沼　誠 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号 株式会社淺沼組京滋営業所 川北　博幸 京都市中京区烏丸通り夷川上ル少将井町２４５－１ 府内 土木一式



令和４・5年度　市外建設工事業者名簿
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株式会社淺沼組 浅沼　誠 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号 株式会社淺沼組京滋営業所 川北　博幸 京都市中京区烏丸通り夷川上ル少将井町２４５－１ 府内 プレストレスト

株式会社淺沼組 浅沼　誠 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号 株式会社淺沼組京滋営業所 川北　博幸 京都市中京区烏丸通り夷川上ル少将井町２４５－１ 府内 建築一式

株式会社淺沼組 浅沼　誠 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号 株式会社淺沼組京滋営業所 川北　博幸 京都市中京区烏丸通り夷川上ル少将井町２４５－１ 府内 鋼構造物

株式会社淺沼組 浅沼　誠 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号 株式会社淺沼組京滋営業所 川北　博幸 京都市中京区烏丸通り夷川上ル少将井町２４５－１ 府内 鋼橋上部

株式会社淺沼組 浅沼　誠 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号 株式会社淺沼組京滋営業所 川北　博幸 京都市中京区烏丸通り夷川上ル少将井町２４５－１ 府内 水道施設

株式会社淺沼組 浅沼　誠 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号 株式会社淺沼組京滋営業所 川北　博幸 京都市中京区烏丸通り夷川上ル少将井町２４５－１ 府内 解　　体

浅野アタカ株式会社 大黒田　一人 東京都台東区北上野二丁目８番７号 浅野アタカ株式会社大阪支店 生島　栄一 大阪市此花区西九条５丁目３番２８号 府外 電　　気

浅野アタカ株式会社 大黒田　一人 東京都台東区北上野二丁目８番７号 浅野アタカ株式会社大阪支店 生島　栄一 大阪市此花区西九条５丁目３番２８号 府外 機械器具設置

浅野アタカ株式会社 大黒田　一人 東京都台東区北上野二丁目８番７号 浅野アタカ株式会社大阪支店 生島　栄一 大阪市此花区西九条５丁目３番２８号 府外 水道施設

浅野アタカ株式会社 大黒田　一人 東京都台東区北上野二丁目８番７号 浅野アタカ株式会社大阪支店 生島　栄一 大阪市此花区西九条５丁目３番２８号 府外 清掃施設

朝日企業株式会社 村上　博崇 大阪市北区天満二丁目７番３０号 府外 電　　気

朝日企業株式会社 村上　博崇 大阪市北区天満二丁目７番３０号 府外 機械器具設置

朝日企業株式会社 村上　博崇 大阪市北区天満二丁目７番３０号 府外 電気通信

朝日企業株式会社 村上　博崇 大阪市北区天満二丁目７番３０号 府外 水道施設

株式会社朝日工業社 髙須　康有 東京都港区浜松町一丁目２５番７号 株式会社朝日工業社京都営業所 柳田　哲俊 京都市下京区西木屋町通り松原上ル３丁目市之町２５０‐３ 府内 管

株式会社旭工建 重里　一文 大阪市中央区南本町３－６－６ 府外 土木一式

株式会社旭工建 重里　一文 大阪市中央区南本町３－６－６ 府外 建築一式

株式会社旭工建 重里　一文 大阪市中央区南本町３－６－６ 府外 解　　体

旭体育施設株式会社 川北　明彦 大阪府箕面市坊島１丁目１５番２４号 府外 土木一式

旭体育施設株式会社 川北　明彦 大阪府箕面市坊島１丁目１５番２４号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

旭体育施設株式会社 川北　明彦 大阪府箕面市坊島１丁目１５番２４号 府外 舗　　装

旭体育施設株式会社 川北　明彦 大阪府箕面市坊島１丁目１５番２４号 府外 造　　園

朝日電気工業株式会社 恒川　賢太 愛知県名古屋市中村区本陣通四丁目４８番地 朝日電気工業株式会社滋賀営業所 北村　祐喜 滋賀県長浜市宮司町７６番地７ 府外 電気通信

アサヒネット工業株式会社 羽馬　貞夫 大阪府大阪市此花区朝日１丁目５番９号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

浅巻建設株式会社 滝井　昌彦 綾部市田町１８ 府内 土木一式

浅巻建設株式会社 滝井　昌彦 綾部市田町１８ 府内 建築一式

浅巻建設株式会社 滝井　昌彦 綾部市田町１８ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

浅巻建設株式会社 滝井　昌彦 綾部市田町１８ 府内 舗　　装

浅巻建設株式会社 滝井　昌彦 綾部市田町１８ 府内 塗　　装

浅巻建設株式会社 滝井　昌彦 綾部市田町１８ 府内 防　　水

浅巻建設株式会社 滝井　昌彦 綾部市田町１８ 府内 内装仕上

浅巻建設株式会社 滝井　昌彦 綾部市田町１８ 府内 水道施設

浅巻建設株式会社 滝井　昌彦 綾部市田町１８ 府内 解　　体

浅海電気株式会社 早坂　稔 大阪府大阪市北区西天満３－７－４ 府外 電　　気

芦森エンジニアリング株式会社 伊藤　和良 東京都千代田区岩本町二丁目６番９号 芦森エンジニアリング株式会社 鎌田　卓 大阪市西区土佐堀一丁目４番８号 府外 土木一式

芦森エンジニアリング株式会社 伊藤　和良 東京都千代田区岩本町二丁目６番９号 芦森エンジニアリング株式会社 鎌田　卓 大阪市西区土佐堀一丁目４番８号 府外 管

芦森エンジニアリング株式会社 伊藤　和良 東京都千代田区岩本町二丁目６番９号 芦森エンジニアリング株式会社 鎌田　卓 大阪市西区土佐堀一丁目４番８号 府外 水道施設

株式会社アセント 木越　健二 東京都港区芝浦４－１６－２３ 府外 電　　気

株式会社アセント 木越　健二 東京都港区芝浦４－１６－２３ 府外 電気通信

株式会社安部日鋼工業 井手口　哲朗 岐阜市六条大溝３丁目１３番３号 株式会社安部日鋼工業大阪支店 村井　明宏 大阪市淀川区西中島６丁目１番３号 府外 土木一式

株式会社安部日鋼工業 井手口　哲朗 岐阜市六条大溝３丁目１３番３号 株式会社安部日鋼工業大阪支店 村井　明宏 大阪市淀川区西中島６丁目１番３号 府外 プレストレスト

株式会社安部日鋼工業 井手口　哲朗 岐阜市六条大溝３丁目１３番３号 株式会社安部日鋼工業大阪支店 村井　明宏 大阪市淀川区西中島６丁目１番３号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社安部日鋼工業 井手口　哲朗 岐阜市六条大溝３丁目１３番３号 株式会社安部日鋼工業大阪支店 村井　明宏 大阪市淀川区西中島６丁目１番３号 府外 鋼構造物

株式会社安部日鋼工業 井手口　哲朗 岐阜市六条大溝３丁目１３番３号 株式会社安部日鋼工業大阪支店 村井　明宏 大阪市淀川区西中島６丁目１番３号 府外 鋼橋上部

株式会社安部日鋼工業 井手口　哲朗 岐阜市六条大溝３丁目１３番３号 株式会社安部日鋼工業大阪支店 村井　明宏 大阪市淀川区西中島６丁目１番３号 府外 塗　　装

株式会社安部日鋼工業 井手口　哲朗 岐阜市六条大溝３丁目１３番３号 株式会社安部日鋼工業大阪支店 村井　明宏 大阪市淀川区西中島６丁目１番３号 府外 防　　水

株式会社安部日鋼工業 井手口　哲朗 岐阜市六条大溝３丁目１３番３号 株式会社安部日鋼工業大阪支店 村井　明宏 大阪市淀川区西中島６丁目１番３号 府外 水道施設

アマナエレン株式会社 中島　耕史 滋賀県大津市皇子が丘２丁目６－１３ アマナエレン株式会社大阪支店 浅野　考輔 大阪市北区末広町３番２１号 府外 電　　気

アマナエレン株式会社 中島　耕史 滋賀県大津市皇子が丘２丁目６－１３ アマナエレン株式会社大阪支店 浅野　考輔 大阪市北区末広町３番２１号 府外 機械器具設置

株式会社あめりか屋 山本　英夫 京都府京都市左京区下鴨松原町２０ 府内 建築一式

株式会社新井組 馬場　公勝 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 株式会社新井組大阪支店 小笹山　宏 大阪市中央区備後２丁目４番９号 府外 土木一式

株式会社新井組 馬場　公勝 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 株式会社新井組大阪支店 小笹山　宏 大阪市中央区備後２丁目４番９号 府外 建築一式

株式会社新井組 馬場　公勝 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 株式会社新井組大阪支店 小笹山　宏 大阪市中央区備後２丁目４番９号 府外 鋼構造物

株式会社新井組 馬場　公勝 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 株式会社新井組大阪支店 小笹山　宏 大阪市中央区備後２丁目４番９号 府外 鋼橋上部

株式会社新井組 馬場　公勝 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 株式会社新井組大阪支店 小笹山　宏 大阪市中央区備後２丁目４番９号 府外 水道施設

アライドテレシス株式会社 長尾　利彦 東京都品川区西五反田七丁目２１番１１号 府外 電　　気

アライドテレシス株式会社 長尾　利彦 東京都品川区西五反田七丁目２１番１１号 府外 電気通信



令和４・5年度　市外建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 地域区分 業種名

株式会社アルファテクノ 山本　省三 大阪府河内長野市日東長１１－８ 府外 電　　気

株式会社アルファテクノ 山本　省三 大阪府河内長野市日東長１１－８ 府外 機械器具設置

安西工業株式会社 清水　章弘 神戸市西区上新地三丁目３番１号 安西工業株式会社大阪支店 山西　浩二 大阪府大阪市西区立売堀一丁目８番１号 府外 土木一式

株式会社安藤工業所 安藤　高次 亀岡市大井町土田１－１６－１ 府内 管

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 土木一式

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 プレストレスト

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 建築一式

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 石

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 屋　　根

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 電　　気

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 管

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 鋼構造物

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 舗　　装

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 しゅんせつ

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 ガ　ラ　ス

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 塗　　装

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 防　　水

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 内装仕上

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 建　　具　

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 水道施設

株式会社安藤・間 福富　正人 東京都港区赤坂六丁目１番２０号 株式会社安藤・間大阪支店 藤本　明生 大阪市福島区福島六丁目２番６号 府外 解　　体

イーペック株式会社 森　慎二郎 京都市山科区勧修寺御所内町１２０番地 府内 建築一式

イーペック株式会社 森　慎二郎 京都市山科区勧修寺御所内町１２０番地 府内 塗　　装

イーペック株式会社 森　慎二郎 京都市山科区勧修寺御所内町１２０番地 府内 防　　水

飯田鉄工株式会社 飯田　康雄 山梨県笛吹市境川町石橋１３１４番地 飯田鉄工株式会社大阪営業所 笠原　正之 大阪市北区梅田一丁目１１番４－１１００号 府外 鋼構造物

飯田鉄工株式会社 飯田　康雄 山梨県笛吹市境川町石橋１３１４番地 飯田鉄工株式会社大阪営業所 笠原　正之 大阪市北区梅田一丁目１１番４－１１００号 府外 鋼橋上部

イオンディライト株式会社 濵田　和成 大阪市中央区南船場２丁目３番２号 府外 建築一式

イオンディライト株式会社 濵田　和成 大阪市中央区南船場２丁目３番２号 府外 電　　気

イオンディライト株式会社 濵田　和成 大阪市中央区南船場２丁目３番２号 府外 管

イオンディライト株式会社 濵田　和成 大阪市中央区南船場２丁目３番２号 府外 塗　　装

イオンディライト株式会社 濵田　和成 大阪市中央区南船場２丁目３番２号 府外 内装仕上

株式会社石垣 石垣　真 東京都千代田区丸の内１－６－５ 株式会社石垣大阪支店 安室　要一 大阪市淀川区宮原三丁目３番３１号 府外 機械器具設置

株式会社石垣 石垣　真 東京都千代田区丸の内１－６－５ 株式会社石垣大阪支店 安室　要一 大阪市淀川区宮原三丁目３番３１号 府外 水道施設

石垣メンテナンス株式会社 石垣　真 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣メンテナンス株式会社大阪支店 東　良史 大阪市淀川区宮原三丁目３番３１号 府外 管

石垣メンテナンス株式会社 石垣　真 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣メンテナンス株式会社大阪支店 東　良史 大阪市淀川区宮原三丁目３番３１号 府外 機械器具設置

石垣メンテナンス株式会社 石垣　真 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣メンテナンス株式会社大阪支店 東　良史 大阪市淀川区宮原三丁目３番３１号 府外 水道施設

石黒体育施設株式会社 石黒　和重 名古屋市千種区春岡二丁目２７番１８号 石黒体育施設株式会社神戸支店 永留　正行 兵庫県神戸市灘区篠原中町３－４－４ 府外 土木一式

石黒体育施設株式会社 石黒　和重 名古屋市千種区春岡二丁目２７番１８号 石黒体育施設株式会社神戸支店 永留　正行 兵庫県神戸市灘区篠原中町３－４－４ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

石黒体育施設株式会社 石黒　和重 名古屋市千種区春岡二丁目２７番１８号 石黒体育施設株式会社神戸支店 永留　正行 兵庫県神戸市灘区篠原中町３－４－４ 府外 舗　　装

石豊造園土木株式会社 田中　満穂 京都府久世郡久御山町中島沖ノ内２０番地 府内 土木一式

石豊造園土木株式会社 田中　満穂 京都府久世郡久御山町中島沖ノ内２０番地 府内 造　　園

伊丹産業電設株式会社 北嶋　太郎 兵庫県伊丹市北本町２－２５５ 府外 土木一式

伊丹産業電設株式会社 北嶋　太郎 兵庫県伊丹市北本町２－２５５ 府外 電　　気

伊丹産業電設株式会社 北嶋　太郎 兵庫県伊丹市北本町２－２５５ 府外 管

伊丹産業電設株式会社 北嶋　太郎 兵庫県伊丹市北本町２－２５５ 府外 水道施設

株式会社伊藤鐵工所 敷島　哲也 静岡市清水区幸町２－１２ 府外 管

株式会社伊藤鐵工所 敷島　哲也 静岡市清水区幸町２－１２ 府外 機械器具設置

株式会社茨木春草園 茨木　善弘 京都府京都市中京区二条通河原町東入樋ノ口町４６４番地 府内 土木一式

株式会社茨木春草園 茨木　善弘 京都府京都市中京区二条通河原町東入樋ノ口町４６４番地 府内 造　　園

イビデングリーンテック株式会社 坂井　隆 岐阜県大垣市河間町３丁目５５番地 イビデングリーンテック株式会社京都営業所 中村　葉文土 京都市西京区上桂東ノ口町１０７番地 府内 土木一式

イビデングリーンテック株式会社 坂井　隆 岐阜県大垣市河間町３丁目５５番地 イビデングリーンテック株式会社京都営業所 中村　葉文土 京都市西京区上桂東ノ口町１０７番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

イビデングリーンテック株式会社 坂井　隆 岐阜県大垣市河間町３丁目５５番地 イビデングリーンテック株式会社京都営業所 中村　葉文土 京都市西京区上桂東ノ口町１０７番地 府内 法面処理

株式会社今井組 今井　靖一 京都府京都市北区上賀茂朝露ヶ原町１５ 府内 土木一式

今井建設株式会社 今井　小百合 京都府京丹後市大宮町河辺３７３２番地 府内 土木一式

今井建設株式会社 今井　小百合 京都府京丹後市大宮町河辺３７３２番地 府内 解　　体
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株式会社入柿水道 入柿　勝行 京都府宮津市字宮村１０４５番地の１ 府内 土木一式

株式会社入柿水道 入柿　勝行 京都府宮津市字宮村１０４５番地の１ 府内 建築一式

株式会社入柿水道 入柿　勝行 京都府宮津市字宮村１０４５番地の１ 府内 電　　気

株式会社入柿水道 入柿　勝行 京都府宮津市字宮村１０４５番地の１ 府内 管

株式会社入柿水道 入柿　勝行 京都府宮津市字宮村１０４５番地の１ 府内 水道施設

株式会社入柿水道 入柿　勝行 京都府宮津市字宮村１０４５番地の１ 府内 消防施設

株式会社巖建設 嵓　国章 京都府八幡市八幡吉原５２－２ 府内 土木一式

株式会社巖建設 嵓　国章 京都府八幡市八幡吉原５２－２ 府内 建築一式

株式会社岩城 文城　弘 岐阜県可児市柿下２番地の１ 株式会社岩城大阪営業所 笹本　和史 大阪市東淀川区東中島１－６ー１４ 府外 土木一式

株式会社岩城 文城　弘 岐阜県可児市柿下２番地の１ 株式会社岩城大阪営業所 笹本　和史 大阪市東淀川区東中島１－６ー１４ 府外 管

株式会社岩城 文城　弘 岐阜県可児市柿下２番地の１ 株式会社岩城大阪営業所 笹本　和史 大阪市東淀川区東中島１－６ー１４ 府外 鋼構造物

株式会社岩城 文城　弘 岐阜県可児市柿下２番地の１ 株式会社岩城大阪営業所 笹本　和史 大阪市東淀川区東中島１－６ー１４ 府外 鋼橋上部

株式会社岩城 文城　弘 岐阜県可児市柿下２番地の１ 株式会社岩城大阪営業所 笹本　和史 大阪市東淀川区東中島１－６ー１４ 府外 塗　　装

株式会社岩城 文城　弘 岐阜県可児市柿下２番地の１ 株式会社岩城大阪営業所 笹本　和史 大阪市東淀川区東中島１－６ー１４ 府外 機械器具設置

株式会社岩城 文城　弘 岐阜県可児市柿下２番地の１ 株式会社岩城大阪営業所 笹本　和史 大阪市東淀川区東中島１－６ー１４ 府外 水道施設

イワキ・モリタニ電工株式会社 山谷　敏 大阪市西淀川区佃５丁目９番３２号 府外 電　　気

イワキ・モリタニ電工株式会社 山谷　敏 大阪市西淀川区佃５丁目９番３２号 府外 機械器具設置

岩田地崎建設株式会社 岩田　圭剛 北海道札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 岩田地崎建設株式会社大阪支店 佐藤　貴尚 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 土木一式

岩田地崎建設株式会社 岩田　圭剛 北海道札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 岩田地崎建設株式会社大阪支店 佐藤　貴尚 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 建築一式

岩田地崎建設株式会社 岩田　圭剛 北海道札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 岩田地崎建設株式会社大阪支店 佐藤　貴尚 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

岩田地崎建設株式会社 岩田　圭剛 北海道札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 岩田地崎建設株式会社大阪支店 佐藤　貴尚 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 鋼構造物

岩田地崎建設株式会社 岩田　圭剛 北海道札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 岩田地崎建設株式会社大阪支店 佐藤　貴尚 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 鋼橋上部

岩田地崎建設株式会社 岩田　圭剛 北海道札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 岩田地崎建設株式会社大阪支店 佐藤　貴尚 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 舗　　装

岩田地崎建設株式会社 岩田　圭剛 北海道札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 岩田地崎建設株式会社大阪支店 佐藤　貴尚 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 塗　　装

岩田地崎建設株式会社 岩田　圭剛 北海道札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 岩田地崎建設株式会社大阪支店 佐藤　貴尚 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 防　　水

岩田地崎建設株式会社 岩田　圭剛 北海道札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 岩田地崎建設株式会社大阪支店 佐藤　貴尚 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 内装仕上

岩田地崎建設株式会社 岩田　圭剛 北海道札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 岩田地崎建設株式会社大阪支店 佐藤　貴尚 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 水道施設

株式会社植藤造園 佐野　晋一 京都市右京区山越中町１３ 府内 造　　園

株式会社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３－２５ 株式会社ウォーターエージェンシー大阪北オペレーションセンター深水　正孝 大阪府吹田市広芝町１０番２８号 府外 電　　気

株式会社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３－２５ 株式会社ウォーターエージェンシー大阪北オペレーションセンター深水　正孝 大阪府吹田市広芝町１０番２８号 府外 管

株式会社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３－２５ 株式会社ウォーターエージェンシー大阪北オペレーションセンター深水　正孝 大阪府吹田市広芝町１０番２８号 府外 機械器具設置

株式会社ウォーターテック 早坂　克浩 東京都港区芝浦３丁目１６番１号 株式会社ウォーターテック関西支店 比江嶋　祐一 大阪市西区新町２丁目２０番６号 府外 機械器具設置

株式会社ウォーターテック 早坂　克浩 東京都港区芝浦３丁目１６番１号 株式会社ウォーターテック関西支店 比江嶋　祐一 大阪市西区新町２丁目２０番６号 府外 水道施設

宇野重工株式会社 宇野　雄介 三重県松阪市大津町１６０７－１ 宇野重工株式会社大阪支店 衛藤　宏司 大阪市東淀川区東中島２丁目９番１５号 府外 鋼構造物

宇野重工株式会社 宇野　雄介 三重県松阪市大津町１６０７－１ 宇野重工株式会社大阪支店 衛藤　宏司 大阪市東淀川区東中島２丁目９番１５号 府外 鋼橋上部

株式会社浦田建装 浦田　篤人 京都市下京区西七条東石ヶ坪町３ 府内 土木一式

株式会社浦田建装 浦田　篤人 京都市下京区西七条東石ヶ坪町３ 府内 建築一式

株式会社浦田建装 浦田　篤人 京都市下京区西七条東石ヶ坪町３ 府内 塗　　装

株式会社浦田建装 浦田　篤人 京都市下京区西七条東石ヶ坪町３ 府内 防　　水

株式会社運動施設 佐々木　保和 大阪市鶴見区横堤四丁目２４番８号 府外 土木一式

株式会社運動施設 佐々木　保和 大阪市鶴見区横堤四丁目２４番８号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社運動施設 佐々木　保和 大阪市鶴見区横堤四丁目２４番８号 府外 舗　　装

株式会社運動施設 佐々木　保和 大阪市鶴見区横堤四丁目２４番８号 府外 造　　園

株式会社エース・ウォーター 川島　潤一郎 福岡県福岡市博多区上呉服町１番８号 株式会社エース・ウォーター大阪営業所 大西　健司 大阪府吹田市広芝町４－３４ 府外 電　　気

株式会社エース・ウォーター 川島　潤一郎 福岡県福岡市博多区上呉服町１番８号 株式会社エース・ウォーター大阪営業所 大西　健司 大阪府吹田市広芝町４－３４ 府外 機械器具設置

株式会社エース・ウォーター 川島　潤一郎 福岡県福岡市博多区上呉服町１番８号 株式会社エース・ウォーター大阪営業所 大西　健司 大阪府吹田市広芝町４－３４ 府外 水道施設

株式会社Ａ－Ｎｅｘｔ 原井　芽生 京都市伏見区深草東軸町３番地１階 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社Ａ－Ｎｅｘｔ 原井　芽生 京都市伏見区深草東軸町３番地１階 府内 塗　　装

栄光テクノ株式会社 堀川　英治 岡山市南区新福２丁目７番２０号 栄光テクノ株式会社大阪支店 玉田　広幸 大阪市天王寺区上本町８－７－１０ 府外 土木一式

株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス飯田　一郎 東京都小平市御幸町３２番地 株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス関西支店 竹内　一郎 大阪市中央区城見二丁目２番２２号 府外 電　　気

株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス飯田　一郎 東京都小平市御幸町３２番地 株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス関西支店 竹内　一郎 大阪市中央区城見二丁目２番２２号 府外 電気通信

株式会社エオネックス 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 府外 土木一式

株式会社エオネックス 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社エオネックス 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 府外 管

株式会社エオネックス 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 府外 さ　く　井

株式会社エオネックス 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 府外 解　　体

エクシオグループ株式会社 舩橋　哲也 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 エクシオグループ株式会社関西支店 坂口　隆冨美 大阪市中央区内本町２丁目２番１０号 府外 土木一式
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エクシオグループ株式会社 舩橋　哲也 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 エクシオグループ株式会社関西支店 坂口　隆冨美 大阪市中央区内本町２丁目２番１０号 府外 電　　気

エクシオグループ株式会社 舩橋　哲也 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 エクシオグループ株式会社関西支店 坂口　隆冨美 大阪市中央区内本町２丁目２番１０号 府外 電気通信

株式会社エコ・テクノ 武藤　正幸 大阪府大阪市城東区野江２丁目１７番１３号 株式会社エコ・テクノ枚方支店 高原　久 大阪府枚方市北山１丁目５４番５５号 府外 土木一式

株式会社エコ・テクノ 武藤　正幸 大阪府大阪市城東区野江２丁目１７番１３号 株式会社エコ・テクノ枚方支店 高原　久 大阪府枚方市北山１丁目５４番５５号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社エコ・テクノ 武藤　正幸 大阪府大阪市城東区野江２丁目１７番１３号 株式会社エコ・テクノ枚方支店 高原　久 大阪府枚方市北山１丁目５４番５５号 府外 管

株式会社エコ・テクノ 武藤　正幸 大阪府大阪市城東区野江２丁目１７番１３号 株式会社エコ・テクノ枚方支店 高原　久 大阪府枚方市北山１丁目５４番５５号 府外 しゅんせつ

エスエヌ環境テクノロジー株式会社 辻　勝久 大阪府大阪市此花区西九条五丁目３番２８号 府外 機械器具設置

エスエヌ環境テクノロジー株式会社 辻　勝久 大阪府大阪市此花区西九条五丁目３番２８号 府外 清掃施設

株式会社エス・ティ・アイ 佐藤　友彦 京都府京都市南区東九条南河原町３－８ 府内 電　　気

株式会社エス・ティ・アイ 佐藤　友彦 京都府京都市南区東九条南河原町３－８ 府内 管

株式会社エステム 塩﨑　敦子 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１ 府外 電　　気

株式会社エステム 塩﨑　敦子 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１ 府外 管

株式会社エステム 塩﨑　敦子 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１ 府外 機械器具設置

株式会社エステム 塩﨑　敦子 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１ 府外 電気通信

株式会社エステム 塩﨑　敦子 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１ 府外 水道施設

エスロード株式会社 佐々木　健策 京都市伏見区久我森の宮町１０番地３９ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

エスロード株式会社 佐々木　健策 京都市伏見区久我森の宮町１０番地３９ 府内 塗　　装

エナジーシステムサービスジャパン株式会社藤波　司 東京都大田区平和町６丁目１番１号 エナジーシステムサービスジヤパン株式会社関西営業所 國井　秀之 大阪府大阪市北区大淀中５丁目１４番３１号 府外 電　　気

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社杉山　清 東京都江藤ク新木場一丁目１８番７号 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社営業統括本部 神田　健治郎 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 府外 電気通信

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 牛島　祐之 東京都文京区後楽二丁目６番１号 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社京滋支店 山野　真寛 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 府内 電　　気

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 牛島　祐之 東京都文京区後楽二丁目６番１号 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社京滋支店 山野　真寛 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 府内 電気通信

株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 野口　周一 東京都渋谷区神山町４－１４ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ京都事業所 井田　和憲 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 電気通信

株式会社エヌケーエス 半田　勝彦 大阪市淀川区新高一丁目８番１７号 府外 電　　気

株式会社エヌケーエス 半田　勝彦 大阪市淀川区新高一丁目８番１７号 府外 管

株式会社エヌケーエス 半田　勝彦 大阪市淀川区新高一丁目８番１７号 府外 機械器具設置

株式会社ＮＴＴドコモ 吉澤　和弘 東京都千代田区永田町２丁目１１番１号 株式会社ＮＴＴドコモ関西支社 高本　寛 大阪市北区梅田１丁目１０番１号 府外 電気通信

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社上原　一郎 大阪市北区大深町３番１号 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 宮奥　健人 大阪府大阪市都島区東野田町４－１５－８２ 府外 電気通信

荏原商事株式会社 島田　薫 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 荏原商事株式会社大阪支店 鈴木　智尚 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目２番５号 府外 電　　気

荏原商事株式会社 島田　薫 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 荏原商事株式会社大阪支店 鈴木　智尚 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目２番５号 府外 機械器具設置

荏原商事株式会社 島田　薫 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 荏原商事株式会社大阪支店 鈴木　智尚 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目２番５号 府外 水道施設

荏原実業株式会社 吉田　俊範 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 荏原実業株式会社大阪支社 菊池　桂司 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２番１３号 府外 土木一式

荏原実業株式会社 吉田　俊範 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 荏原実業株式会社大阪支社 菊池　桂司 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２番１３号 府外 電　　気

荏原実業株式会社 吉田　俊範 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 荏原実業株式会社大阪支社 菊池　桂司 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２番１３号 府外 管

荏原実業株式会社 吉田　俊範 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 荏原実業株式会社大阪支社 菊池　桂司 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２番１３号 府外 鋼構造物

荏原実業株式会社 吉田　俊範 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 荏原実業株式会社大阪支社 菊池　桂司 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２番１３号 府外 機械器具設置

荏原実業株式会社 吉田　俊範 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 荏原実業株式会社大阪支社 菊池　桂司 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２番１３号 府外 水道施設

株式会社荏原製作所 浅見　正男 東京都大田区羽田旭町１１－１ 株式会社荏原製作所大阪支社 窪田　浩 大阪市北区堂島１－６－２０ 府外 機械器具設置

株式会社荏原製作所 浅見　正男 東京都大田区羽田旭町１１－１ 株式会社荏原製作所大阪支社 窪田　浩 大阪市北区堂島１－６－２０ 府外 水道施設

エムケイ企画工業株式会社 佐藤　光博 京都市伏見区淀樋瓜町１９０番地 府内 土木一式

エムケイ企画工業株式会社 佐藤　光博 京都市伏見区淀樋瓜町１９０番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

エムケイ企画工業株式会社 佐藤　光博 京都市伏見区淀樋瓜町１９０番地 府内 舗　　装

エムケイ企画工業株式会社 佐藤　光博 京都市伏見区淀樋瓜町１９０番地 府内 塗　　装

株式会社エムライン 中　篤司 大阪市此花区梅町二丁目２－２５ 府外 土木一式

株式会社エムライン 中　篤司 大阪市此花区梅町二丁目２－２５ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社エムライン 中　篤司 大阪市此花区梅町二丁目２－２５ 府外 管

株式会社エムライン 中　篤司 大阪市此花区梅町二丁目２－２５ 府外 舗　　装

株式会社エムライン 中　篤司 大阪市此花区梅町二丁目２－２５ 府外 しゅんせつ

株式会社エムライン 中　篤司 大阪市此花区梅町二丁目２－２５ 府外 塗　　装

株式会社エムライン 中　篤司 大阪市此花区梅町二丁目２－２５ 府外 防　　水

エルティーライト株式会社 今中　建男 東京都品川区南品川二丁目２番１３号 エルティーライト株式会社関西営業所 坂東　隆男 大阪市中央区高麗橋四丁目３番７号 府外 電　　気

ＯＥＳアクアフオーコ株式会社 鈴木　寛 兵庫県豊岡市神美台１５７－７６ 府外 電　　気

ＯＥＳアクアフオーコ株式会社 鈴木　寛 兵庫県豊岡市神美台１５７－７６ 府外 機械器具設置

ＯＥＳアクアフオーコ株式会社 鈴木　寛 兵庫県豊岡市神美台１５７－７６ 府外 水道施設

株式会社オービス 中浜　勇治 福山市松永町６－１０－１ 株式会社オービス大阪営業所 森　克行 大阪市東淀川区東中島１－２１－１５－２０１ 府外 建築一式

株式会社オアスコ 奥　研吾 大阪市西成区北津守３－１１－１２ 府外 土木一式

株式会社オアスコ 奥　研吾 大阪市西成区北津守３－１１－１２ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社オアスコ 奥　研吾 大阪市西成区北津守３－１１－１２ 府外 舗　　装
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株式会社オアスコ 奥　研吾 大阪市西成区北津守３－１１－１２ 府外 造　　園

大阪水源開発株式会社 佐藤　崇 大阪市天王寺区生玉前町５－１５ 府外 さ　く　井

株式会社大阪ポンプ製作所 上田　達也 大阪市淀川区十三東１丁目１５番２０号 府外 機械器具設置

株式会社大阪ポンプ製作所 上田　達也 大阪市淀川区十三東１丁目１５番２０号 府外 さ　く　井

大豊機工株式会社 田中　剛 兵庫県豊岡市中陰４７０番地 府外 電　　気

大豊機工株式会社 田中　剛 兵庫県豊岡市中陰４７０番地 府外 機械器具設置

大豊機工株式会社 田中　剛 兵庫県豊岡市中陰４７０番地 府外 電気通信

鳳工業株式会社 齊藤　久克 大阪市此花区伝法４－３－５９ 府外 管

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 土木一式

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 プレストレスト

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 建築一式

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 左　　官

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 法面処理

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 石

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 屋　　根

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 電　　気

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 管

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 鋼構造物

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 鋼橋上部

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 舗　　装

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 しゅんせつ

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 ガ　ラ　ス

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 塗　　装

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 防　　水

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 内装仕上

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 造　　園

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 建　　具　

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 水道施設

株式会社大林組 蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 株式会社大林組京都支店 安井　雅明 京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 府内 解　　体

株式会社大本組 三宅　啓一 岡山市北区内山下一丁目１番１３号 株式会社大本組大阪支店 前田　雄司 大阪市北区南森町二丁目４番４号 府外 土木一式

株式会社大本組 三宅　啓一 岡山市北区内山下一丁目１番１３号 株式会社大本組大阪支店 前田　雄司 大阪市北区南森町二丁目４番４号 府外 建築一式

岡山電設株式会社 岡山　秀行 綾部市里町大坂３３－２ 府内 土木一式

岡山電設株式会社 岡山　秀行 綾部市里町大坂３３－２ 府内 電　　気

岡山電設株式会社 岡山　秀行 綾部市里町大坂３３－２ 府内 管

岡山電設株式会社 岡山　秀行 綾部市里町大坂３３－２ 府内 電気通信

岡山電設株式会社 岡山　秀行 綾部市里町大坂３３－２ 府内 水道施設

岡山電設株式会社 岡山　秀行 綾部市里町大坂３３－２ 府内 消防施設

ＯＫＩクロステック株式会社 竹内　敏尚 東京都中央区晴海１丁目８番１１号 ＯＫＩクロステック株式会社関西支社京都支店 前田　紀彦 京都市南区上鳥羽卯ノ花１５ 府内 電気通信

沖電気工業株式会社 鎌上　信也 東京都港区虎ノ門１丁目７番１２号 沖電気工業株式会社京都支店 木下　浩二 京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町５７７番地２ 府内 電気通信

奥アンツーカ株式会社 奥　洋彦 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 奥アンツーカ株式会社近畿支店 松井　欣也 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 府外 土木一式

奥アンツーカ株式会社 奥　洋彦 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 奥アンツーカ株式会社近畿支店 松井　欣也 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥アンツーカ株式会社 奥　洋彦 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 奥アンツーカ株式会社近畿支店 松井　欣也 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 府外 舗　　装

奥アンツーカ株式会社 奥　洋彦 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 奥アンツーカ株式会社近畿支店 松井　欣也 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 府外 造　　園

奥滝電気株式会社 奥野　美智惠 京都府京丹後市網野町浅茂川２８４番地 府内 電　　気

奥滝電気株式会社 奥野　美智惠 京都府京丹後市網野町浅茂川２８４番地 府内 管

奥滝電気株式会社 奥野　美智惠 京都府京丹後市網野町浅茂川２８４番地 府内 電気通信

奥滝電気株式会社 奥野　美智惠 京都府京丹後市網野町浅茂川２８４番地 府内 消防施設

株式会社奥田工務店 北川　昭市 滋賀県蒲生郡日野町松尾五丁目１番地 株式会社奥田工務店京都支店 松村　友和 京都府京都市下京区中堂寺南町１０５番地 府内 建築一式

株式会社奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２ 株式会社奥村組京滋 土屋　勝弘 京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町５１３ 府内 土木一式

株式会社奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２ 株式会社奥村組京滋 土屋　勝弘 京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町５１３ 府内 プレストレスト

株式会社奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２ 株式会社奥村組京滋 土屋　勝弘 京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町５１３ 府内 建築一式

株式会社奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２ 株式会社奥村組京滋 土屋　勝弘 京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町５１３ 府内 水道施設

株式会社奥村組 奥村　太加典 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２ 株式会社奥村組京滋 土屋　勝弘 京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町５１３ 府内 解　　体

奥村組土木興業株式会社 奥村　安正 大阪府大阪市港区三先１－１１－１８ 奥村組土木興業株式会社京都支店 佐野　文彦 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町７０ 府内 土木一式

奥村組土木興業株式会社 奥村　安正 大阪府大阪市港区三先１－１１－１８ 奥村組土木興業株式会社京都支店 佐野　文彦 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町７０ 府内 建築一式
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奥村組土木興業株式会社 奥村　安正 大阪府大阪市港区三先１－１１－１８ 奥村組土木興業株式会社京都支店 佐野　文彦 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町７０ 府内 管

奥村組土木興業株式会社 奥村　安正 大阪府大阪市港区三先１－１１－１８ 奥村組土木興業株式会社京都支店 佐野　文彦 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町７０ 府内 舗　　装

株式会社オクムラ道路 山口　修 大阪府大阪市港区弁天６丁目１番３号 府外 土木一式

株式会社長村組 四手井　康紀 京都市中京区西ノ京中保町６４ 府内 土木一式

株式会社長村組 四手井　康紀 京都市中京区西ノ京中保町６４ 府内 建築一式

株式会社オプテージ 名部　正彦 大阪府大阪市中央区城見２丁目1番５号 府外 電気通信

オリエンタル白石株式会社 大野　達也 東京都江東区豊洲５丁目６番５２号 オリエンタル白石株式会社大阪支店 黒木　信秀 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番１号 府外 土木一式

オリエンタル白石株式会社 大野　達也 東京都江東区豊洲５丁目６番５２号 オリエンタル白石株式会社大阪支店 黒木　信秀 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番１号 府外 プレストレスト

オリエンタル白石株式会社 大野　達也 東京都江東区豊洲５丁目６番５２号 オリエンタル白石株式会社大阪支店 黒木　信秀 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番１号 府外 鋼構造物

オリエンタル白石株式会社 大野　達也 東京都江東区豊洲５丁目６番５２号 オリエンタル白石株式会社大阪支店 黒木　信秀 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番１号 府外 鋼橋上部

オリエントハウス株式会社 川畑　善広 京都市中京区西ノ京東中合町４２番地 府内 建築一式

オリックス・ファシリティーズ株式会社 深谷　健司 京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 府内 電　　気

オリックス・ファシリティーズ株式会社 深谷　健司 京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 府内 管

オリックス・ファシリティーズ株式会社 深谷　健司 京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 府内 消防施設

オルガノ株式会社 内倉　昌樹 東京都江東区新砂１－２－８ オルガノ株式会社関西支店 角　洋一郎 大阪府吹田市江の木町１－６ 府外 電　　気

オルガノ株式会社 内倉　昌樹 東京都江東区新砂１－２－８ オルガノ株式会社関西支店 角　洋一郎 大阪府吹田市江の木町１－６ 府外 機械器具設置

オルガノ株式会社 内倉　昌樹 東京都江東区新砂１－２－８ オルガノ株式会社関西支店 角　洋一郎 大阪府吹田市江の木町１－６ 府外 水道施設

開成工業株式会社 德安　正範 熊本市北区植木町石川４５０番地１ 府外 鋼構造物

開成工業株式会社 德安　正範 熊本市北区植木町石川４５０番地１ 府外 機械器具設置

影近設備工業株式会社 影近　義之 京都市左京区北白川西町８３ 府内 管

笠浪株式会社 笠浪　良彦 京都府南丹市八木町八木杉ノ前４６番地１ 府内 土木一式

笠浪株式会社 笠浪　良彦 京都府南丹市八木町八木杉ノ前４６番地１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

笠浪株式会社 笠浪　良彦 京都府南丹市八木町八木杉ノ前４６番地１ 府内 法面処理

笠浪株式会社 笠浪　良彦 京都府南丹市八木町八木杉ノ前４６番地１ 府内 鋼構造物

笠浪株式会社 笠浪　良彦 京都府南丹市八木町八木杉ノ前４６番地１ 府内 塗　　装

株式会社鍜治田工務店 鍜治田　八彦 大阪市中央区伏見町３丁目２番６号 府外 土木一式

株式会社鍜治田工務店 鍜治田　八彦 大阪市中央区伏見町３丁目２番６号 府外 建築一式

鹿島環境エンジニアリング株式会社 新川　隆夫 東京都港区元赤坂１丁目５番３１号 府外 電　　気

鹿島環境エンジニアリング株式会社 新川　隆夫 東京都港区元赤坂１丁目５番３１号 府外 管

鹿島環境エンジニアリング株式会社 新川　隆夫 東京都港区元赤坂１丁目５番３１号 府外 機械器具設置

鹿島建設株式会社 天野　裕正 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 鹿島建設株式会社関西支店 茅野　毅 大阪市中央区城見二丁目２番２２号 府外 土木一式

鹿島建設株式会社 天野　裕正 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 鹿島建設株式会社関西支店 茅野　毅 大阪市中央区城見二丁目２番２２号 府外 プレストレスト

鹿島建設株式会社 天野　裕正 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 鹿島建設株式会社関西支店 茅野　毅 大阪市中央区城見二丁目２番２２号 府外 建築一式

鹿島道路株式会社 吉弘　英光 東京都文京区後楽一丁目７番２７号 鹿島道路株式会社関西北営業所 小池　護 京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字山王前１７番地 府内 土木一式

鹿島道路株式会社 吉弘　英光 東京都文京区後楽一丁目７番２７号 鹿島道路株式会社関西北営業所 小池　護 京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字山王前１７番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

鹿島道路株式会社 吉弘　英光 東京都文京区後楽一丁目７番２７号 鹿島道路株式会社関西北営業所 小池　護 京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字山王前１７番地 府内 法面処理

鹿島道路株式会社 吉弘　英光 東京都文京区後楽一丁目７番２７号 鹿島道路株式会社関西北営業所 小池　護 京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字山王前１７番地 府内 石

鹿島道路株式会社 吉弘　英光 東京都文京区後楽一丁目７番２７号 鹿島道路株式会社関西北営業所 小池　護 京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字山王前１７番地 府内 舗　　装

春日設備工業株式会社 八木　啓之 京都市南区西九条蔵王町３８番地 府内 管

要建設株式会社 三輪　泰之 京都市中京区西ノ京馬代町１９ 府内 土木一式

要建設株式会社 三輪　泰之 京都市中京区西ノ京馬代町１９ 府内 建築一式

要建設株式会社 三輪　泰之 京都市中京区西ノ京馬代町１９ 府内 防　　水

要建設株式会社 三輪　泰之 京都市中京区西ノ京馬代町１９ 府内 解　　体

株式会社カナヤマ建設 金山　源一 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０－１５ 府内 土木一式

株式会社カナヤマ建設 金山　源一 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０－１５ 府内 建築一式

株式会社カナヤマ建設 金山　源一 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０－１５ 府内 電　　気

株式会社カナヤマ建設 金山　源一 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０－１５ 府内 管

株式会社カナヤマ建設 金山　源一 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０－１５ 府内 水道施設

株式会社カナヤマ建設 金山　源一 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０－１５ 府内 解　　体

株式会社かねわ工務店 田丸　政則 京都市中京区車屋町通丸太町下ル砂金町４０３番地 府内 建築一式

株木建設株式会社 株木　康吉 茨城県水戸市吉沢町３１１－１ 株木建設株式会社大阪支店 松本　拓也 大阪市北区豊崎５－８－１７ 府外 土木一式

株木建設株式会社 株木　康吉 茨城県水戸市吉沢町３１１－１ 株木建設株式会社大阪支店 松本　拓也 大阪市北区豊崎５－８－１７ 府外 建築一式

株木建設株式会社 株木　康吉 茨城県水戸市吉沢町３１１－１ 株木建設株式会社大阪支店 松本　拓也 大阪市北区豊崎５－８－１７ 府外 舗　　装

株木建設株式会社 株木　康吉 茨城県水戸市吉沢町３１１－１ 株木建設株式会社大阪支店 松本　拓也 大阪市北区豊崎５－８－１７ 府外 しゅんせつ

株木建設株式会社 株木　康吉 茨城県水戸市吉沢町３１１－１ 株木建設株式会社大阪支店 松本　拓也 大阪市北区豊崎５－８－１７ 府外 水道施設

株式会社川崎技研 田中　秀任 福岡県福岡市南区向野１－２２－１１ 府外 清掃施設

川崎重工業株式会社 橋本　康彦 東京都港区海岸一丁目１４番５号 川崎重工業株式会社関西支社 河合　宗一 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号 府外 機械器具設置
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川崎重工業株式会社 橋本　康彦 東京都港区海岸一丁目１４番５号 川崎重工業株式会社関西支社 河合　宗一 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号 府外 水道施設

川崎設備工業株式会社 廣江　勝志 名古屋市中区大須一丁目６番４７号 川崎設備工業株式会社西部支社 小島　泰進 大阪市淀川区宮原四丁目１番１４号 府外 管

株式会社川嶋建設 川嶋　実 豊岡市寿町１１－３５ 府外 土木一式

株式会社川嶋建設 川嶋　実 豊岡市寿町１１－３５ 府外 建築一式

株式会社川嶋建設 川嶋　実 豊岡市寿町１１－３５ 府外 舗　　装

川重冷熱工業株式会社 篠原　進 滋賀県草津市青地町１０００番地 川重冷熱工業株式会社西日本支社 島田　洋一 大阪市東淀川区東中島１丁目１９番４号 府外 管

川重冷熱工業株式会社 篠原　進 滋賀県草津市青地町１０００番地 川重冷熱工業株式会社西日本支社 島田　洋一 大阪市東淀川区東中島１丁目１９番４号 府外 機械器具設置

川田建設株式会社 川田　琢哉 東京都北区滝野川６丁目３番１号 川田建設株式会社大阪支店 細畠　一彦 大阪市西区新町２丁目４番２号 府外 土木一式

川田建設株式会社 川田　琢哉 東京都北区滝野川６丁目３番１号 川田建設株式会社大阪支店 細畠　一彦 大阪市西区新町２丁目４番２号 府外 プレストレスト

川田建設株式会社 川田　琢哉 東京都北区滝野川６丁目３番１号 川田建設株式会社大阪支店 細畠　一彦 大阪市西区新町２丁目４番２号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

川田建設株式会社 川田　琢哉 東京都北区滝野川６丁目３番１号 川田建設株式会社大阪支店 細畠　一彦 大阪市西区新町２丁目４番２号 府外 鋼構造物

川田建設株式会社 川田　琢哉 東京都北区滝野川６丁目３番１号 川田建設株式会社大阪支店 細畠　一彦 大阪市西区新町２丁目４番２号 府外 鋼橋上部

川田工業株式会社 川田　忠裕 富山県南砺市苗島４７６０番地 川田工業株式会社大阪支社 星谷　光信 大阪市西区新町２丁目４番２号 府外 土木一式

川田工業株式会社 川田　忠裕 富山県南砺市苗島４７６０番地 川田工業株式会社大阪支社 星谷　光信 大阪市西区新町２丁目４番２号 府外 プレストレスト

川田工業株式会社 川田　忠裕 富山県南砺市苗島４７６０番地 川田工業株式会社大阪支社 星谷　光信 大阪市西区新町２丁目４番２号 府外 建築一式

川田工業株式会社 川田　忠裕 富山県南砺市苗島４７６０番地 川田工業株式会社大阪支社 星谷　光信 大阪市西区新町２丁目４番２号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

川田工業株式会社 川田　忠裕 富山県南砺市苗島４７６０番地 川田工業株式会社大阪支社 星谷　光信 大阪市西区新町２丁目４番２号 府外 鋼構造物

川田工業株式会社 川田　忠裕 富山県南砺市苗島４７６０番地 川田工業株式会社大阪支社 星谷　光信 大阪市西区新町２丁目４番２号 府外 鋼橋上部

株式会社河野建設 宇野　貴哉 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３－３ 府内 土木一式

株式会社河野建設 宇野　貴哉 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３－３ 府内 建築一式

株式会社河野建設 宇野　貴哉 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３－３ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社河野建設 宇野　貴哉 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３－３ 府内 法面処理

株式会社河野建設 宇野　貴哉 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３－３ 府内 舗　　装

株式会社河野建設 宇野　貴哉 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３－３ 府内 塗　　装

株式会社河野建設 宇野　貴哉 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３－３ 府内 造　　園

株式会社河野建設 宇野　貴哉 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３－３ 府内 水道施設

株式会社河野建設 宇野　貴哉 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３－３ 府内 解　　体

株式会社川見建設 川見　敏之 兵庫県豊岡市出石町町分２５２番地 府外 土木一式

株式会社川見建設 川見　敏之 兵庫県豊岡市出石町町分２５２番地 府外 建築一式

環境テクノス株式会社 武藤　大志郎 京都府京都市伏見区中島河原田町３０ 府内 土木一式

環境テクノス株式会社 武藤　大志郎 京都府京都市伏見区中島河原田町３０ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

環境テクノス株式会社 武藤　大志郎 京都府京都市伏見区中島河原田町３０ 府内 管

環境テクノス株式会社 武藤　大志郎 京都府京都市伏見区中島河原田町３０ 府内 しゅんせつ

環境テクノス株式会社 武藤　大志郎 京都府京都市伏見区中島河原田町３０ 府内 塗　　装

関計株式会社 橋本　節生 大阪市福島区福島６丁目１５番１０号 府外 電　　気

関西化工建設株式会社 妹尾　功 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４番地４ 府外 土木一式

関西化工建設株式会社 妹尾　功 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４番地４ 府外 プレストレスト

関西化工建設株式会社 妹尾　功 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４番地４ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

関西化工建設株式会社 妹尾　功 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４番地４ 府外 鋼構造物

関西化工建設株式会社 妹尾　功 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４番地４ 府外 鋼橋上部

関西化工建設株式会社 妹尾　功 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４番地４ 府外 塗　　装

関西機設株式会社 岩本　和雄 大阪市浪速区日本橋東１丁目１２番４号 府外 鋼構造物

関西機設株式会社 岩本　和雄 大阪市浪速区日本橋東１丁目１２番４号 府外 機械器具設置

関西機設株式会社 岩本　和雄 大阪市浪速区日本橋東１丁目１２番４号 府外 水道施設

株式会社関西空調 杉本　誠 京都市右京区梅津堤下町７番地 府内 電　　気

株式会社関西空調 杉本　誠 京都市右京区梅津堤下町７番地 府内 管

関西シグナルサービス株式会社 三ツ野　将弘 京都市南区吉祥院中河原里北町３９－６ 府内 電　　気

関西シグナルサービス株式会社 三ツ野　将弘 京都市南区吉祥院中河原里北町３９－６ 府内 電気通信

株式会社関西テクノ 松本　和枝 京都府舞鶴市字小倉６８番地４ 府内 電　　気

株式会社関西テクノ 松本　和枝 京都府舞鶴市字小倉６８番地４ 府内 管

株式会社関西電業社 赤畠　貞宏 京都市中京区三条通西大路西入三条坊町１３番地 府内 電　　気

関西トースイ株式会社 眞弓　登美雄 大阪市淀川区西中島５－９－２ 府外 管

関西トースイ株式会社 眞弓　登美雄 大阪市淀川区西中島５－９－２ 府外 機械器具設置

関西日立株式会社 橋詰　秀彦 大阪市西区土佐堀1丁目3番7号 府外 電　　気

関西日立株式会社 橋詰　秀彦 大阪市西区土佐堀1丁目3番7号 府外 管

関西日立株式会社 橋詰　秀彦 大阪市西区土佐堀1丁目3番7号 府外 機械器具設置

関西日立株式会社 橋詰　秀彦 大阪市西区土佐堀1丁目3番7号 府外 電気通信
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株式会社関西マサル 吉山　順一 大阪府大阪市都島区御幸町一丁目３番１０号 府外 塗　　装

株式会社関西マサル 吉山　順一 大阪府大阪市都島区御幸町一丁目３番１０号 府外 防　　水

株式会社関西リペア工業 大村　真弓 京都市左京区一乗寺大原田町２０番地の５ 府内 建築一式

株式会社関西リペア工業 大村　真弓 京都市左京区一乗寺大原田町２０番地の５ 府内 塗　　装

株式会社関西リペア工業 大村　真弓 京都市左京区一乗寺大原田町２０番地の５ 府内 防　　水

株式会社関西リペア工業 大村　真弓 京都市左京区一乗寺大原田町２０番地の５ 府内 内装仕上

株式会社関西リペア工業 大村　真弓 京都市左京区一乗寺大原田町２０番地の５ 府内 解　　体

管清工業株式会社 長谷川　健司 東京都世田谷区上用賀１－７－３ 管清工業株式会社大阪支店 廣瀬　孝雄 大阪市城東区成育１丁目６番２６号 府外 土木一式

管清工業株式会社 長谷川　健司 東京都世田谷区上用賀１－７－３ 管清工業株式会社大阪支店 廣瀬　孝雄 大阪市城東区成育１丁目６番２６号 府外 しゅんせつ

株式会社かんでんエンジニアリング 野田　正信 大阪市北区中之島６丁目２番２７号 株式会社かんでんエンジニアリング京都支店 稲垣　浩一郎 京都市南区上鳥羽尻切町５番地２号 府内 電　　気

株式会社かんでんエンジニアリング 野田　正信 大阪市北区中之島６丁目２番２７号 株式会社かんでんエンジニアリング京都支店 稲垣　浩一郎 京都市南区上鳥羽尻切町５番地２号 府内 管

株式会社かんでんエンジニアリング 野田　正信 大阪市北区中之島６丁目２番２７号 株式会社かんでんエンジニアリング京都支店 稲垣　浩一郎 京都市南区上鳥羽尻切町５番地２号 府内 電気通信

株式会社かんでんエンジニアリング 野田　正信 大阪市北区中之島６丁目２番２７号 株式会社かんでんエンジニアリング京都支店 稲垣　浩一郎 京都市南区上鳥羽尻切町５番地２号 府内 消防施設

株式会社関電工 仲摩　俊勇 東京都港区芝浦４丁目８番３３号 株式会社関電工京滋営業所 佐々木　義之 京都市下京区河原町通四条下ル２丁目富永町３３８番地 府内 電　　気

上林鑿泉工業株式会社 上林　正幸 京都市伏見区下鳥羽東柳長町２７番地 府内 さ　く　井

株式会社キクテック 新美　政衛 名古屋市南区加福本通１丁目２６番地 株式会社キクテック大阪支店 落合　鉄也 東大阪市横小路町６丁目１０番４号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社キクテック 新美　政衛 名古屋市南区加福本通１丁目２６番地 株式会社キクテック大阪支店 落合　鉄也 東大阪市横小路町６丁目１０番４号 府外 鋼構造物

株式会社キクテック 新美　政衛 名古屋市南区加福本通１丁目２６番地 株式会社キクテック大阪支店 落合　鉄也 東大阪市横小路町６丁目１０番４号 府外 塗　　装

株式会社キクテック 新美　政衛 名古屋市南区加福本通１丁目２６番地 株式会社キクテック大阪支店 落合　鉄也 東大阪市横小路町６丁目１０番４号 府外 内装仕上

機動建設工業株式会社 中野　正明 大阪府大阪市福島区福島四丁目６番３１号 機動建設工業株式会社関西支店 濱田　幹夫 大阪府大阪市福島区福島四丁目６番３１号 府外 土木一式

機動建設工業株式会社 中野　正明 大阪府大阪市福島区福島四丁目６番３１号 機動建設工業株式会社関西支店 濱田　幹夫 大阪府大阪市福島区福島四丁目６番３１号 府外 プレストレスト

機動建設工業株式会社 中野　正明 大阪府大阪市福島区福島四丁目６番３１号 機動建設工業株式会社関西支店 濱田　幹夫 大阪府大阪市福島区福島四丁目６番３１号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

機動建設工業株式会社 中野　正明 大阪府大阪市福島区福島四丁目６番３１号 機動建設工業株式会社関西支店 濱田　幹夫 大阪府大阪市福島区福島四丁目６番３１号 府外 水道施設

キノンビクス株式会社 福永　悟 滋賀県栗東市高野５７７番地１ 府外 電　　気

キノンビクス株式会社 福永　悟 滋賀県栗東市高野５７７番地１ 府外 電気通信

キノンビクス株式会社 福永　悟 滋賀県栗東市高野５７７番地１ 府外 消防施設

株式会社九電工 佐藤　尚文 福岡県福岡市南区那の川１丁目２３－３５ 株式会社九電工京都営業所 金子　大助 京都市下京区東錺屋町１７１番地 府内 電　　気

株式会社九電工 佐藤　尚文 福岡県福岡市南区那の川１丁目２３－３５ 株式会社九電工京都営業所 金子　大助 京都市下京区東錺屋町１７１番地 府内 管

京都土木株式会社 徳山　正夫 京都市西京区大原野上里鳥見町８－１８ 府内 土木一式

京都土木株式会社 徳山　正夫 京都市西京区大原野上里鳥見町８－１８ 府内 建築一式

京都土木株式会社 徳山　正夫 京都市西京区大原野上里鳥見町８－１８ 府内 解　　体

協栄建設株式会社 中川　泰典 京都市伏見区淀池上町１７４番地７１ 府内 土木一式

株式会社京都現代建設 玉井　種一 京都府宇治市広野町西裏３０番地１ 府内 土木一式

株式会社京都現代建設 玉井　種一 京都府宇治市広野町西裏３０番地１ 府内 舗　　装

京都体育施設株式会社 喜多川　光平 京都府京都市伏見区竹田中島町５番地の１ 府内 土木一式

京都体育施設株式会社 喜多川　光平 京都府京都市伏見区竹田中島町５番地の１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

京都体育施設株式会社 喜多川　光平 京都府京都市伏見区竹田中島町５番地の１ 府内 舗　　装

共立建設株式会社 佐藤　啓孝 東京都渋谷区道玄坂１－１６－１０ 共立建設株式会社関西支店 武内　一夫 大阪市中央区博労町２－１－１３ 府外 土木一式

共立建設株式会社 佐藤　啓孝 東京都渋谷区道玄坂１－１６－１０ 共立建設株式会社関西支店 武内　一夫 大阪市中央区博労町２－１－１３ 府外 建築一式

共和化工株式会社 吉村　俊治 東京都品川区西五反田７－２５－１９ 共和化工株式会社大阪支店 河野　吉治 大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 府外 土木一式

共和化工株式会社 吉村　俊治 東京都品川区西五反田７－２５－１９ 共和化工株式会社大阪支店 河野　吉治 大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 府外 管

共和化工株式会社 吉村　俊治 東京都品川区西五反田７－２５－１９ 共和化工株式会社大阪支店 河野　吉治 大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 府外 機械器具設置

共和化工株式会社 吉村　俊治 東京都品川区西五反田７－２５－１９ 共和化工株式会社大阪支店 河野　吉治 大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 府外 水道施設

共和化工株式会社 吉村　俊治 東京都品川区西五反田７－２５－１９ 共和化工株式会社大阪支店 河野　吉治 大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 府外 清掃施設

協和機電工業株式会社 坂井　崇俊 長崎県長崎市川口町１０－２ 協和機電工業株式会社大阪支店 村田　隆 大阪市城東区永田二丁目１番２０号 府外 電　　気

協和機電工業株式会社 坂井　崇俊 長崎県長崎市川口町１０－２ 協和機電工業株式会社大阪支店 村田　隆 大阪市城東区永田二丁目１番２０号 府外 機械器具設置

協和機電工業株式会社 坂井　崇俊 長崎県長崎市川口町１０－２ 協和機電工業株式会社大阪支店 村田　隆 大阪市城東区永田二丁目１番２０号 府外 電気通信

株式会社共和技電 中井　茂貴 大阪府寝屋川市中木田町３１－１３ 府外 電　　気

株式会社共和技電 中井　茂貴 大阪府寝屋川市中木田町３１－１３ 府外 管

株式会社共和技電 中井　茂貴 大阪府寝屋川市中木田町３１－１３ 府外 機械器具設置

協和テクノロジィズ株式会社 十河　元太郎 大阪市北区中崎一丁目２番２３号 協和テクノロジィズ株式会社京都営業所 揚戸　洋支 京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町646番地 府内 電　　気

協和テクノロジィズ株式会社 十河　元太郎 大阪市北区中崎一丁目２番２３号 協和テクノロジィズ株式会社京都営業所 揚戸　洋支 京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町646番地 府内 電気通信

協和テクノロジィズ株式会社 十河　元太郎 大阪市北区中崎一丁目２番２３号 協和テクノロジィズ株式会社京都営業所 揚戸　洋支 京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町646番地 府内 消防施設

旭日電気工業株式会社 富井　弘之 東京都世田谷区新町１丁目２１番１２号 旭日電気工業株式会社大阪支店 春岡　洋秀 大阪市西区立売堀１丁目２番１２号 府外 電　　気

極東興和株式会社 藤田　公康 広島県広島市東区光町２－６－３１ 極東興和株式会社大阪支店 新居　裕幸 大阪市淀川区西宮原１丁目８番２９号 府外 土木一式

極東興和株式会社 藤田　公康 広島県広島市東区光町２－６－３１ 極東興和株式会社大阪支店 新居　裕幸 大阪市淀川区西宮原１丁目８番２９号 府外 プレストレスト

極東サービス株式会社 島田　直弥 千葉県八千代市上高野１８２３－１ 極東サービス株式会社大阪営業所 桑村　貴裕 兵庫県尼崎市東難波町５－９－１ 府外 電　　気
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極東サービス株式会社 島田　直弥 千葉県八千代市上高野１８２３－１ 極東サービス株式会社大阪営業所 桑村　貴裕 兵庫県尼崎市東難波町５－９－１ 府外 機械器具設置

株式会社清瀬産業 清瀬　弘弥 京都市北区大宮薬師山東町２０－３ 府内 土木一式

株式会社清瀬産業 清瀬　弘弥 京都市北区大宮薬師山東町２０－３ 府内 建築一式

株式会社清瀬産業 清瀬　弘弥 京都市北区大宮薬師山東町２０－３ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社清瀬産業 清瀬　弘弥 京都市北区大宮薬師山東町２０－３ 府内 法面処理

株式会社清瀬産業 清瀬　弘弥 京都市北区大宮薬師山東町２０－３ 府内 鋼構造物

株式会社清瀬産業 清瀬　弘弥 京都市北区大宮薬師山東町２０－３ 府内 鋼橋上部

株式会社清瀬産業 清瀬　弘弥 京都市北区大宮薬師山東町２０－３ 府内 舗　　装

株式会社清瀬産業 清瀬　弘弥 京都市北区大宮薬師山東町２０－３ 府内 しゅんせつ

株式会社清瀬産業 清瀬　弘弥 京都市北区大宮薬師山東町２０－３ 府内 造　　園

桐田機工株式会社 山田　健 京都市山科区大宅御供田町１９３－４ 府内 電　　気

桐田機工株式会社 山田　健 京都市山科区大宅御供田町１９３－４ 府内 機械器具設置

桐田機工株式会社 山田　健 京都市山科区大宅御供田町１９３－４ 府内 電気通信

桐田機工株式会社 山田　健 京都市山科区大宅御供田町１９３－４ 府内 水道施設

近畿安全施設株式会社 茨木　清隆 京都市西京区桂畑ヶ田町１０５番地 府内 土木一式

近畿安全施設株式会社 茨木　清隆 京都市西京区桂畑ヶ田町１０５番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

近畿安全施設株式会社 茨木　清隆 京都市西京区桂畑ヶ田町１０５番地 府内 舗　　装

近畿安全施設株式会社 茨木　清隆 京都市西京区桂畑ヶ田町１０５番地 府内 塗　　装

近畿音響工業株式会社 内林　義治 京都市伏見区深草西浦町８－６１ 府内 電　　気

近畿音響工業株式会社 内林　義治 京都市伏見区深草西浦町８－６１ 府内 電気通信

近畿音響工業株式会社 内林　義治 京都市伏見区深草西浦町８－６１ 府内 消防施設

近畿環境サービス株式会社 望田　昭博 大阪市西淀川区歌島２－１－１２ 府外 電　　気

近畿環境サービス株式会社 望田　昭博 大阪市西淀川区歌島２－１－１２ 府外 管

近畿環境サービス株式会社 望田　昭博 大阪市西淀川区歌島２－１－１２ 府外 機械器具設置

近畿工業株式会社 和田　知樹 兵庫県三木市別所町巴２０番地 府外 機械器具設置

近畿工業株式会社 和田　知樹 兵庫県三木市別所町巴２０番地 府外 清掃施設

近畿工業株式会社 田中　恒良 大阪市北区東天満二丁目６番５号 府外 機械器具設置

近畿工業株式会社 田中　恒良 大阪市北区東天満二丁目６番５号 府外 清掃施設

株式会社キンキ地質センター 高松　博司 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内３３の３ 府内 さ　く　井

株式会社近畿テック 角田　健 兵庫県丹波市氷上町石生２３１０ 府外 機械器具設置

株式会社クボタ 北尾　裕一 大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 府外 機械器具設置

株式会社クボタ 北尾　裕一 大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 府外 水道施設

クボタ環境サービス株式会社 三谷　博德 東京都中央区京橋二丁目１番３号 クボタ環境サービス株式会社大阪支社 桒野　卓 兵庫県尼崎市浜１丁目１番１号 府外 管

クボタ環境サービス株式会社 三谷　博德 東京都中央区京橋二丁目１番３号 クボタ環境サービス株式会社大阪支社 桒野　卓 兵庫県尼崎市浜１丁目１番１号 府外 機械器具設置

クボタ環境サービス株式会社 三谷　博德 東京都中央区京橋二丁目１番３号 クボタ環境サービス株式会社大阪支社 桒野　卓 兵庫県尼崎市浜１丁目１番１号 府外 水道施設

クボタ環境サービス株式会社 三谷　博德 東京都中央区京橋二丁目１番３号 クボタ環境サービス株式会社大阪支社 桒野　卓 兵庫県尼崎市浜１丁目１番１号 府外 清掃施設

クボタ機工株式会社 前田　勝弘 大阪府枚方市中宮大池１－１－１ クボタ機工株式会社大阪支店 加藤　佳行 尼崎市浜１丁目１番１号 府外 管

クボタ機工株式会社 前田　勝弘 大阪府枚方市中宮大池１－１－１ クボタ機工株式会社大阪支店 加藤　佳行 尼崎市浜１丁目１番１号 府外 機械器具設置

クボタ機工株式会社 前田　勝弘 大阪府枚方市中宮大池１－１－１ クボタ機工株式会社大阪支店 加藤　佳行 尼崎市浜１丁目１番１号 府外 水道施設

株式会社クボタ建設 内田　睦雄 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 株式会社クボタ建設大阪支社 永井　春樹 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 府外 土木一式

株式会社クボタ建設 内田　睦雄 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 株式会社クボタ建設大阪支社 永井　春樹 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 府外 建築一式

株式会社クボタ建設 内田　睦雄 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 株式会社クボタ建設大阪支社 永井　春樹 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 府外 管

株式会社クボタ建設 内田　睦雄 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 株式会社クボタ建設大阪支社 永井　春樹 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 府外 機械器具設置

株式会社クボタ建設 内田　睦雄 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 株式会社クボタ建設大阪支社 永井　春樹 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 府外 水道施設

株式会社熊谷組 櫻野　泰則 東京都新宿区津久戸町２－１ 株式会社熊谷組関西支店 若林　誠 大阪市西区靭本町１丁目１１番７号 府外 土木一式

株式会社熊谷組 櫻野　泰則 東京都新宿区津久戸町２－１ 株式会社熊谷組関西支店 若林　誠 大阪市西区靭本町１丁目１１番７号 府外 プレストレスト

株式会社熊谷組 櫻野　泰則 東京都新宿区津久戸町２－１ 株式会社熊谷組関西支店 若林　誠 大阪市西区靭本町１丁目１１番７号 府外 建築一式

株式会社熊倉工務店 熊倉　淳 京都市東山区五条橋東五丁目４７６ 府内 建築一式

株式会社クマヒラ 渡邉　秀隆 東京都中央区日本橋本町１－１０－３ 株式会社クマヒラ関西支社 瀧口　研 大阪市中央区久太郎町１－９－２３ 府外 鋼構造物

株式会社クマヒラ 渡邉　秀隆 東京都中央区日本橋本町１－１０－３ 株式会社クマヒラ関西支社 瀧口　研 大阪市中央区久太郎町１－９－２３ 府外 内装仕上

株式会社クマヒラ 渡邉　秀隆 東京都中央区日本橋本町１－１０－３ 株式会社クマヒラ関西支社 瀧口　研 大阪市中央区久太郎町１－９－２３ 府外 機械器具設置

クマリフト株式会社 熊谷　知哉 大阪市西区京町堀一丁目１２番２０号 クマリフト株式会社京都営業所 仲野　正広 京都市上京区智恵光院通丸太町上ル西院町７４７番地の３２ 府内 機械器具設置

株式会社クリマテック 前原　邦彦 東京都新宿区富久町１０－５ 株式会社クリマテック関西支店 小林　昌弘 大阪市中央区城見２丁目２番２２号 府外 管

株式会社桑原組 桑原　勝良 滋賀県高島市安曇川町西万木９２６番地 府外 土木一式

株式会社桑原組 桑原　勝良 滋賀県高島市安曇川町西万木９２６番地 府外 建築一式

株式会社桑原組 桑原　勝良 滋賀県高島市安曇川町西万木９２６番地 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社桑原組 桑原　勝良 滋賀県高島市安曇川町西万木９２６番地 府外 鋼構造物
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株式会社桑原組 桑原　勝良 滋賀県高島市安曇川町西万木９２６番地 府外 舗　　装

株式会社桑原組 桑原　勝良 滋賀県高島市安曇川町西万木９２６番地 府外 水道施設

株式会社桑原組 桑原　勝良 滋賀県高島市安曇川町西万木９２６番地 府外 解　　体

グリーンシステム株式会社 北野　泰弘 大阪市西区京町堀１－８－１１ 府外 土木一式

グリーンシステム株式会社 北野　泰弘 大阪市西区京町堀１－８－１１ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

グリーンシステム株式会社 北野　泰弘 大阪市西区京町堀１－８－１１ 府外 舗　　装

グリーンシステム株式会社 北野　泰弘 大阪市西区京町堀１－８－１１ 府外 造　　園

ＫＳＳ株式会社 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

ＫＳＳ株式会社 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 府外 内装仕上

ＫＳＳ株式会社 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 府外 機械器具設置

ケイコン株式会社 荒川　崇 京都市伏見区淀本町２２５ 府内 土木一式

京阪園芸株式会社 宮城　和光 大阪府枚方市伊加賀寿町１－５ 京阪園芸株式会社京都営業所 麻田　卓男 京都市東山区毘沙門町４３－７－２０７ 府内 土木一式

京阪園芸株式会社 宮城　和光 大阪府枚方市伊加賀寿町１－５ 京阪園芸株式会社京都営業所 麻田　卓男 京都市東山区毘沙門町４３－７－２０７ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

京阪園芸株式会社 宮城　和光 大阪府枚方市伊加賀寿町１－５ 京阪園芸株式会社京都営業所 麻田　卓男 京都市東山区毘沙門町４３－７－２０７ 府内 法面処理

京阪園芸株式会社 宮城　和光 大阪府枚方市伊加賀寿町１－５ 京阪園芸株式会社京都営業所 麻田　卓男 京都市東山区毘沙門町４３－７－２０７ 府内 造　　園

株式会社京阪電気商会 神山　円三 京都市上京区上立売通室町西入上る裏風呂町３６８－１ 府内 電　　気

京阪マーキング株式会社 原井　雅広 京都市伏見区深草東軸町３番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

京阪マーキング株式会社 原井　雅広 京都市伏見区深草東軸町３番地 府内 塗　　装

株式会社建巧社 山口　良幸 京都市右京区太秦西蜂ヶ岡町４番地 府内 土木一式

株式会社建巧社 山口　良幸 京都市右京区太秦西蜂ヶ岡町４番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社建巧社 山口　良幸 京都市右京区太秦西蜂ヶ岡町４番地 府内 塗　　装

コーアツ工業株式会社 出口　稔 鹿児島市伊敷５－１７－５ コーアツ工業株式会社大阪支店 酒匂　一仁 大阪市淀川区西中島５－１１－１０ 府外 土木一式

コーアツ工業株式会社 出口　稔 鹿児島市伊敷５－１７－５ コーアツ工業株式会社大阪支店 酒匂　一仁 大阪市淀川区西中島５－１１－１０ 府外 プレストレスト

株式会社興亜 滝川　太郎 京都府京都市南区西九条南田町５６ 府内 建築一式

株式会社興亜 滝川　太郎 京都府京都市南区西九条南田町５６ 府内 屋　　根

株式会社興亜 滝川　太郎 京都府京都市南区西九条南田町５６ 府内 塗　　装

株式会社興亜 滝川　太郎 京都府京都市南区西九条南田町５６ 府内 防　　水

弘安建設株式会社 池上　元一 和歌山県和歌山市吉田５６３番地の１ 府外 土木一式

弘安建設株式会社 池上　元一 和歌山県和歌山市吉田５６３番地の１ 府外 建築一式

弘安建設株式会社 池上　元一 和歌山県和歌山市吉田５６３番地の１ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

弘安建設株式会社 池上　元一 和歌山県和歌山市吉田５６３番地の１ 府外 管

弘安建設株式会社 池上　元一 和歌山県和歌山市吉田５６３番地の１ 府外 舗　　装

弘安建設株式会社 池上　元一 和歌山県和歌山市吉田５６３番地の１ 府外 造　　園

弘安建設株式会社 池上　元一 和歌山県和歌山市吉田５６３番地の１ 府外 解　　体

虹技株式会社 山本　幹雄 姫路市大津区勘兵衛町４－１ 府外 電　　気

虹技株式会社 山本　幹雄 姫路市大津区勘兵衛町４－１ 府外 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

虹技株式会社 山本　幹雄 姫路市大津区勘兵衛町４－１ 府外 機械器具設置

虹技株式会社 山本　幹雄 姫路市大津区勘兵衛町４－１ 府外 清掃施設

株式会社幸源 三原　良夫 京都市西京区牛ケ瀬堂田町２５番地 府内 建築一式

株式会社幸源 三原　良夫 京都市西京区牛ケ瀬堂田町２５番地 府内 塗　　装

株式会社幸源 三原　良夫 京都市西京区牛ケ瀬堂田町２５番地 府内 防　　水

光伸株式会社 川﨑　義徳 大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 光伸株式会社京滋営業所 野﨑　純一 京都府八幡市下奈良野神２４‐１ 府内 機械器具設置

株式会社荒新機工 新谷　匡人 愛知県一宮市小赤見字戌亥８６番地 株式会社荒新機工一宮営業所 新谷　輝子 愛知県一宮市小赤見字清水４－１ 府外 管

株式会社荒新機工 新谷　匡人 愛知県一宮市小赤見字戌亥８６番地 株式会社荒新機工一宮営業所 新谷　輝子 愛知県一宮市小赤見字清水４－１ 府外 機械器具設置

株式会社荒新機工 新谷　匡人 愛知県一宮市小赤見字戌亥８６番地 株式会社荒新機工一宮営業所 新谷　輝子 愛知県一宮市小赤見字清水４－１ 府外 清掃施設

公成建設株式会社 絹川　雅則 京都市下京区五条通西洞院西入小柳町５１８番地 府内 土木一式

公成建設株式会社 絹川　雅則 京都市下京区五条通西洞院西入小柳町５１８番地 府内 建築一式

公成建設株式会社 絹川　雅則 京都市下京区五条通西洞院西入小柳町５１８番地 府内 舗　　装

株式会社弘電社 松井　久憲 東京都中央区銀座５－１１－１０ 株式会社弘電社大阪支店 金沢　正二 大阪市中央区淡路町一丁目７－３ 府外 電　　気

株式会社鴻池組 渡 大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 株式会社鴻池組京都支店 岩口　弘 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入ル橋弁慶町２２７番地 府内 土木一式

株式会社鴻池組 渡 大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 株式会社鴻池組京都支店 岩口　弘 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入ル橋弁慶町２２７番地 府内 プレストレスト

株式会社鴻池組 渡 大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 株式会社鴻池組京都支店 岩口　弘 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入ル橋弁慶町２２７番地 府内 建築一式

向洋電機株式会社 篠原　政治 大阪府吹田市江の木町２０番１５号 府外 電　　気

向洋電機株式会社 篠原　政治 大阪府吹田市江の木町２０番１５号 府外 機械器具設置

向洋電機株式会社 篠原　政治 大阪府吹田市江の木町２０番１５号 府外 電気通信

有限会社光竜建設 豊川　了政 京都市南区上鳥羽奈須野町３３番地 府内 土木一式

有限会社光竜建設 豊川　了政 京都市南区上鳥羽奈須野町３３番地 府内 舗　　装
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有限会社光竜建設 豊川　了政 京都市南区上鳥羽奈須野町３３番地 府内 解　　体

株式会社小島庭園工務所 小島　裕史 京都府京都市西京区松尾大利町５４ 府内 土木一式

株式会社小島庭園工務所 小島　裕史 京都府京都市西京区松尾大利町５４ 府内 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

株式会社小島庭園工務所 小島　裕史 京都府京都市西京区松尾大利町５４ 府内 造　　園

コスモ工機株式会社 加藤　正明 東京都港区西新橋３－９－５ コスモ工機株式会社大阪支店 杉田　充 大阪市淀川区西宮原２－７－３８ 府外 土木一式

コスモ工機株式会社 加藤　正明 東京都港区西新橋３－９－５ コスモ工機株式会社大阪支店 杉田　充 大阪市淀川区西宮原２－７－３８ 府外 鋼構造物

コスモ工機株式会社 加藤　正明 東京都港区西新橋３－９－５ コスモ工機株式会社大阪支店 杉田　充 大阪市淀川区西宮原２－７－３８ 府外 水道施設

コスモ電子通信株式会社 土橋　和美 大阪府松原市天美西四丁目１７５－４ 府外 電気通信

株式会社コトブキ 深澤　幸郎 東京都港区浜松町１丁目１４番５号 株式会社コトブキ京都営業所 荻田　太郎 京都府京都市山科区椥辻中在家町８－１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

コトブキシーティング株式会社 深澤　重幸 東京都千代田区神田駿河台１丁目２番１号 コトブキシーティング株式会社関西支店 木元　幹彦 大阪市北区天満橋１－８－３０ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社小林造園 小林　大祐 京都市北区紫竹西野山東町３６番地の１ 府内 土木一式

株式会社小林造園 小林　大祐 京都市北区紫竹西野山東町３６番地の１ 府内 造　　園

株式会社駒井ハルテック 中村　貴任 大阪市西区立売堀４－２－２１ 府外 鋼構造物

株式会社駒井ハルテック 中村　貴任 大阪市西区立売堀４－２－２１ 府外 鋼橋上部

小松電機産業株式会社 小松　昭夫 島根県松江市乃木福富町７３５－１８８ 府外 電　　気

小松電機産業株式会社 小松　昭夫 島根県松江市乃木福富町７３５－１８８ 府外 電気通信

株式会社コンステック 安部　俊彦 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 株式会社コンステック　大阪支店 寺田　玄 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 府外 土木一式

株式会社コンステック 安部　俊彦 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 株式会社コンステック　大阪支店 寺田　玄 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 府外 建築一式

株式会社コンステック 安部　俊彦 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 株式会社コンステック　大阪支店 寺田　玄 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 府外 左　　官

株式会社コンステック 安部　俊彦 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 株式会社コンステック　大阪支店 寺田　玄 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社コンステック 安部　俊彦 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 株式会社コンステック　大阪支店 寺田　玄 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 府外 鋼構造物

株式会社コンステック 安部　俊彦 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 株式会社コンステック　大阪支店 寺田　玄 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 府外 塗　　装

株式会社コンステック 安部　俊彦 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 株式会社コンステック　大阪支店 寺田　玄 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 府外 防　　水

株式会社コンステック 安部　俊彦 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 株式会社コンステック　大阪支店 寺田　玄 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 府外 内装仕上

株式会社コンステック 安部　俊彦 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 株式会社コンステック　大阪支店 寺田　玄 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 府外 解　　体

株式会社五藤光学研究所 五藤　信隆 東京都府中市矢崎町四丁目１６番地 府外 建築一式

株式会社五藤光学研究所 五藤　信隆 東京都府中市矢崎町四丁目１６番地 府外 機械器具設置

五洋建設株式会社 清水　琢三 東京都文京区後楽二丁目２番８号 五洋建設株式会社大阪支店 島内　理 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 府外 土木一式

五洋建設株式会社 清水　琢三 東京都文京区後楽二丁目２番８号 五洋建設株式会社大阪支店 島内　理 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 府外 プレストレスト

五洋建設株式会社 清水　琢三 東京都文京区後楽二丁目２番８号 五洋建設株式会社大阪支店 島内　理 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 府外 建築一式

株式会社サイシン総合作業 齋藤　隆太 京都市西京区大原野北春日町１０６４番地 府内 土木一式

株式会社サイシン総合作業 齋藤　隆太 京都市西京区大原野北春日町１０６４番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社サイシン総合作業 齋藤　隆太 京都市西京区大原野北春日町１０６４番地 府内 造　　園

株式会社斉藤鐵工所 齋藤　昇 大阪市住之江区西加賀屋２－３－２４ 府外 鋼構造物

株式会社斉藤鐵工所 齋藤　昇 大阪市住之江区西加賀屋２－３－２４ 府外 機械器具設置

西戸崎興産株式会社 坂本　博志 福岡市東区大岳２丁目１番１号 西戸崎興産株式会社関西営業所 東村　憲和 大阪府枚方市尊延寺６丁目３１番６－１０５号 府外 機械器具設置

西戸崎興産株式会社 坂本　博志 福岡市東区大岳２丁目１番１号 西戸崎興産株式会社関西営業所 東村　憲和 大阪府枚方市尊延寺６丁目３１番６－１０５号 府外 水道施設

酒井工業株式会社 仲辻　浩一 京都府京都市南区東九条中御霊町５３－４ 府内 土木一式

酒井工業株式会社 仲辻　浩一 京都府京都市南区東九条中御霊町５３－４ 府内 プレストレスト

酒井工業株式会社 仲辻　浩一 京都府京都市南区東九条中御霊町５３－４ 府内 鋼構造物

酒井工業株式会社 仲辻　浩一 京都府京都市南区東九条中御霊町５３－４ 府内 鋼橋上部

酒井工業株式会社 仲辻　浩一 京都府京都市南区東九条中御霊町５３－４ 府内 塗　　装

佐藤工業株式会社 平間　宏 東京都中央区日本橋本町４－１２－１９ 佐藤工業株式会社京都営業所 木村　雅則 京都市下京区烏丸通六条上ル北町１８１ 府内 土木一式

佐藤工業株式会社 平間　宏 東京都中央区日本橋本町４－１２－１９ 佐藤工業株式会社京都営業所 木村　雅則 京都市下京区烏丸通六条上ル北町１８１ 府内 プレストレスト

佐藤工業株式会社 平間　宏 東京都中央区日本橋本町４－１２－１９ 佐藤工業株式会社京都営業所 木村　雅則 京都市下京区烏丸通六条上ル北町１８１ 府内 建築一式

佐藤工業株式会社 平間　宏 東京都中央区日本橋本町４－１２－１９ 佐藤工業株式会社京都営業所 木村　雅則 京都市下京区烏丸通六条上ル北町１８１ 府内 舗　　装

佐藤鉄工株式会社 藤田　泰 富山県中新川郡立山町鉾木２２０番地 佐藤鉄工株式会社大阪営業所 善積　博章 大阪市西区靱本町一丁目９－１５ 府外 鋼構造物

佐藤鉄工株式会社 藤田　泰 富山県中新川郡立山町鉾木２２０番地 佐藤鉄工株式会社大阪営業所 善積　博章 大阪市西区靱本町一丁目９－１５ 府外 鋼橋上部

三愛物産株式会社 平井　哲 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１７番１０号 三愛物産株式会社関西支店 宮川　信善 大阪府大阪市淀川区西中島５－１１－１０ 府外 電　　気

三愛物産株式会社 平井　哲 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１７番１０号 三愛物産株式会社関西支店 宮川　信善 大阪府大阪市淀川区西中島５－１１－１０ 府外 機械器具設置

株式会社山陰土建 前田　正和 南丹市園部町木崎町土手下１７－１ 府内 土木一式

株式会社山陰土建 前田　正和 南丹市園部町木崎町土手下１７－１ 府内 建築一式

株式会社山陰土建 前田　正和 南丹市園部町木崎町土手下１７－１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社山陰土建 前田　正和 南丹市園部町木崎町土手下１７－１ 府内 法面処理

株式会社山陰土建 前田　正和 南丹市園部町木崎町土手下１７－１ 府内 電　　気

株式会社山陰土建 前田　正和 南丹市園部町木崎町土手下１７－１ 府内 管

株式会社山陰土建 前田　正和 南丹市園部町木崎町土手下１７－１ 府内 舗　　装
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株式会社山陰土建 前田　正和 南丹市園部町木崎町土手下１７－１ 府内 塗　　装

株式会社山陰土建 前田　正和 南丹市園部町木崎町土手下１７－１ 府内 造　　園

株式会社山陰土建 前田　正和 南丹市園部町木崎町土手下１７－１ 府内 解　　体

山陰防水工業株式会社 太田垣　好孝 兵庫県養父市八鹿町九鹿２３９番地の１５ 府外 防　　水

三機工業株式会社 石田　博一 東京都中央区明石町８－１ 三機工業株式会社関西支社 白木　博之 大阪市淀川区宮原３－４－３０ 府外 電　　気

三機工業株式会社 石田　博一 東京都中央区明石町８－１ 三機工業株式会社関西支社 白木　博之 大阪市淀川区宮原３－４－３０ 府外 管

三機工業株式会社 石田　博一 東京都中央区明石町８－１ 三機工業株式会社関西支社 白木　博之 大阪市淀川区宮原３－４－３０ 府外 機械器具設置

三協工業株式会社 高橋　和靖 東京都品川区西五反田７－２０－１１ 三協工業株式会社大阪支社 塩谷　惠一 大阪市中央区南船場２－５－８ 府外 電　　気

三協工業株式会社 高橋　和靖 東京都品川区西五反田７－２０－１１ 三協工業株式会社大阪支社 塩谷　惠一 大阪市中央区南船場２－５－８ 府外 管

三協工業株式会社 高橋　和靖 東京都品川区西五反田７－２０－１１ 三協工業株式会社大阪支社 塩谷　惠一 大阪市中央区南船場２－５－８ 府外 機械器具設置

三協工業株式会社 高橋　和靖 東京都品川区西五反田７－２０－１１ 三協工業株式会社大阪支社 塩谷　惠一 大阪市中央区南船場２－５－８ 府外 さ　く　井

三協工業株式会社 高橋　和靖 東京都品川区西五反田７－２０－１１ 三協工業株式会社大阪支社 塩谷　惠一 大阪市中央区南船場２－５－８ 府外 水道施設

株式会社サンケン・エンジニアリング 筒　芳成 福岡市南区大楠二丁目１３番７号 株式会社サンケン・エンジニアリング大阪支店 中沢　秀記 大阪府吹田市芳野町２番８号 府外 機械器具設置

三建設備工業株式会社 松井　栄一 東京都中央区新川一丁目１７番２１号 三建設備工業株式会社京都営業所 小田切　太 京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町６２ 府内 管

株式会社三晃空調 齋藤　昌宏 大阪市北区西天満３－１３－２０ 株式会社三晃空調京都支店 水谷　英夫 京都市上京区河原町通丸太町上ル桝屋町３５４－２ 府内 管

三晃工業株式会社 山梶　章 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号 府外 機械器具設置

三広工業株式会社 庄井　弘樹 大阪府八尾市太田新町六丁目２６番地 府外 機械器具設置

三広工業株式会社 庄井　弘樹 大阪府八尾市太田新町六丁目２６番地 府外 清掃施設

株式会社三煌産業 渡辺　裕昭 京都府亀岡市大井町南金岐尾垣内９番地 府内 土木一式

株式会社三煌産業 渡辺　裕昭 京都府亀岡市大井町南金岐尾垣内９番地 府内 建築一式

株式会社三煌産業 渡辺　裕昭 京都府亀岡市大井町南金岐尾垣内９番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社三煌産業 渡辺　裕昭 京都府亀岡市大井町南金岐尾垣内９番地 府内 電　　気

株式会社三煌産業 渡辺　裕昭 京都府亀岡市大井町南金岐尾垣内９番地 府内 管

株式会社三煌産業 渡辺　裕昭 京都府亀岡市大井町南金岐尾垣内９番地 府内 舗　　装

株式会社三煌産業 渡辺　裕昭 京都府亀岡市大井町南金岐尾垣内９番地 府内 電気通信

株式会社三煌産業 渡辺　裕昭 京都府亀岡市大井町南金岐尾垣内９番地 府内 造　　園

株式会社三煌産業 渡辺　裕昭 京都府亀岡市大井町南金岐尾垣内９番地 府内 水道施設

株式会社三煌産業 渡辺　裕昭 京都府亀岡市大井町南金岐尾垣内９番地 府内 解　　体

株式会社サンセイ 黒田　俊治 大阪市北区松ヶ枝町２－４１ 府外 電　　気

株式会社サンセイ 黒田　俊治 大阪市北区松ヶ枝町２－４１ 府外 機械器具設置

三精工事サービス株式会社 畑中　祐介 大阪市北区池田町１番４３号三精ビル 府外 機械器具設置

三精テクノロジーズ株式会社 良知　昇 大阪市淀川区宮原四丁目３番２９号 府外 機械器具設置

株式会社サンテック 加藤　剛志 東京都千代田区二番町３番地１３ 株式会社サンテック大阪支社 元原　雅治 大阪市北区中津１丁目７番８号 府外 電　　気

サンノー技建株式会社 田光　康史 京都府京都市北区上賀茂中山町３４－１ 府内 塗　　装

サンノー技建株式会社 田光　康史 京都府京都市北区上賀茂中山町３４－１ 府内 防　　水

三宝電機株式会社 嘉納　秀一 大阪府大阪市北区大淀中１－５－１ 府外 電　　気

三宝電機株式会社 嘉納　秀一 大阪府大阪市北区大淀中１－５－１ 府外 管

三和管工株式会社 石倉　宏 京都市中京区壬生相合町７１番地 府内 管

株式会社三和工機 太田　良成 京都市伏見区久我西出町１１番地の１４７ 府内 鋼構造物

株式会社三和工機 太田　良成 京都市伏見区久我西出町１１番地の１４７ 府内 機械器具設置

サンワセイフティロード株式会社 小西　宗近 京都市右京区花園猪ノ毛町９ 府内 土木一式

サンワセイフティロード株式会社 小西　宗近 京都市右京区花園猪ノ毛町９ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

サンワセイフティロード株式会社 小西　宗近 京都市右京区花園猪ノ毛町９ 府内 塗　　装

三和電気工業株式会社 小野　俊輔 京都市伏見区中島御所ノ内町３６番地 府内 電　　気

三和電気土木工事株式会社 森　博明 大阪市北区南森町一丁目４番１９号 府外 電　　気

株式会社塩浜工業 塩浜　都広 福井県敦賀市観音町１２－１ 株式会社塩浜工業大阪支店 上原　好一 大阪市淀川区西中島２－１４－６ 府外 土木一式

株式会社塩浜工業 塩浜　都広 福井県敦賀市観音町１２－１ 株式会社塩浜工業大阪支店 上原　好一 大阪市淀川区西中島２－１４－６ 府外 建築一式

株式会社塩浜工業 塩浜　都広 福井県敦賀市観音町１２－１ 株式会社塩浜工業大阪支店 上原　好一 大阪市淀川区西中島２－１４－６ 府外 鋼構造物

株式会社渋谷組 澁谷　良作 京都府綾部市岡安町大道１１－１ 府内 土木一式

株式会社渋谷組 澁谷　良作 京都府綾部市岡安町大道１１－１ 府内 建築一式

株式会社渋谷組 澁谷　良作 京都府綾部市岡安町大道１１－１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社渋谷組 澁谷　良作 京都府綾部市岡安町大道１１－１ 府内 法面処理

株式会社渋谷組 澁谷　良作 京都府綾部市岡安町大道１１－１ 府内 舗　　装

株式会社渋谷組 澁谷　良作 京都府綾部市岡安町大道１１－１ 府内 防　　水

株式会社渋谷組 澁谷　良作 京都府綾部市岡安町大道１１－１ 府内 造　　園

株式会社渋谷組 澁谷　良作 京都府綾部市岡安町大道１１－１ 府内 解　　体

島津システムソリューションズ株式会社 徳増　安則 京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地 府内 電　　気
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業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 地域区分 業種名

株式会社島津水研 島津　麗叔 京都府京都市上京区新白水丸町４４９番地１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社島津水研 島津　麗叔 京都府京都市上京区新白水丸町４４９番地１ 府内 管

株式会社島津水研 島津　麗叔 京都府京都市上京区新白水丸町４４９番地１ 府内 塗　　装

株式会社島津水研 島津　麗叔 京都府京都市上京区新白水丸町４４９番地１ 府内 機械器具設置

ショーボンド建設株式会社 岸本　達也 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 ショーボンド建設株式会社京都支店 土橋　俊之 京都府京都市伏見区竹田真幡木町９２番地 府内 土木一式

ショーボンド建設株式会社 岸本　達也 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 ショーボンド建設株式会社京都支店 土橋　俊之 京都府京都市伏見区竹田真幡木町９２番地 府内 プレストレスト

ショーボンド建設株式会社 岸本　達也 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 ショーボンド建設株式会社京都支店 土橋　俊之 京都府京都市伏見区竹田真幡木町９２番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

ショーボンド建設株式会社 岸本　達也 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 ショーボンド建設株式会社京都支店 土橋　俊之 京都府京都市伏見区竹田真幡木町９２番地 府内 鋼構造物

ショーボンド建設株式会社 岸本　達也 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 ショーボンド建設株式会社京都支店 土橋　俊之 京都府京都市伏見区竹田真幡木町９２番地 府内 鋼橋上部

ショーボンド建設株式会社 岸本　達也 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 ショーボンド建設株式会社京都支店 土橋　俊之 京都府京都市伏見区竹田真幡木町９２番地 府内 舗　　装

ショーボンド建設株式会社 岸本　達也 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 ショーボンド建設株式会社京都支店 土橋　俊之 京都府京都市伏見区竹田真幡木町９２番地 府内 塗　　装

ショーボンド建設株式会社 岸本　達也 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 ショーボンド建設株式会社京都支店 土橋　俊之 京都府京都市伏見区竹田真幡木町９２番地 府内 水道施設

昭和コンクリート工業株式会社 村瀬　大一郎 岐阜県岐阜市香蘭１－１ 昭和コンクリート工業株式会社京都営業所 岩井　理 京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 府内 土木一式

昭和コンクリート工業株式会社 村瀬　大一郎 岐阜県岐阜市香蘭１－１ 昭和コンクリート工業株式会社京都営業所 岩井　理 京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 府内 プレストレスト

昭和コンクリート工業株式会社 村瀬　大一郎 岐阜県岐阜市香蘭１－１ 昭和コンクリート工業株式会社京都営業所 岩井　理 京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

昭和コンクリート工業株式会社 村瀬　大一郎 岐阜県岐阜市香蘭１－１ 昭和コンクリート工業株式会社京都営業所 岩井　理 京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 府内 鋼橋上部

昭和コンクリート工業株式会社 村瀬　大一郎 岐阜県岐阜市香蘭１－１ 昭和コンクリート工業株式会社京都営業所 岩井　理 京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 府内 水道施設

株式会社昭和造園土木 坂上　信明 大阪市淀川区宮原二丁目１２番１４－５１３号 府外 土木一式

株式会社昭和造園土木 坂上　信明 大阪市淀川区宮原二丁目１２番１４－５１３号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社昭和造園土木 坂上　信明 大阪市淀川区宮原二丁目１２番１４－５１３号 府外 舗　　装

株式会社昭和造園土木 坂上　信明 大阪市淀川区宮原二丁目１２番１４－５１３号 府外 造　　園

株式会社昭和電工社 進藤　久和 京都市左京区下鴨北野々神町３３ 府内 電　　気

新栄電気工業株式会社 奥村　健次 京都市下京区中堂寺北町３０ 府内 電　　気

新栄電気工業株式会社 奥村　健次 京都市下京区中堂寺北町３０ 府内 電気通信

新栄電気工業株式会社 奥村　健次 京都市下京区中堂寺北町３０ 府内 消防施設

シンク・エンジニアリング株式会社 岡村　勝也 東京都目黒区自由が丘３丁目１６番１５号 シンク・エンジニアリング株式会社関西支店 西崎　健作 京都府京丹後市久美浜町１０９４番地４ 府内 電　　気

シンク・エンジニアリング株式会社 岡村　勝也 東京都目黒区自由が丘３丁目１６番１５号 シンク・エンジニアリング株式会社関西支店 西崎　健作 京都府京丹後市久美浜町１０９４番地４ 府内 電気通信

シンクレイヤ株式会社 山口　正裕 名古屋市中区千代田２－２１－１８ シンクレイヤ株式会社大阪営業部 齊尾　彰 大阪市東淀川区西淡路１丁目１番３２号 府外 電気通信

株式会社神鋼環境ソリューション 大濱　敬雄 神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号 株式会社神鋼環境ソリューション大阪支社 向　博之 大阪市中央区備後町４丁目１番３号 府外 機械器具設置

株式会社神鋼環境ソリューション 大濱　敬雄 神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号 株式会社神鋼環境ソリューション大阪支社 向　博之 大阪市中央区備後町４丁目１番３号 府外 水道施設

株式会社神鋼環境ソリューション 大濱　敬雄 神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号 株式会社神鋼環境ソリューション大阪支社 向　博之 大阪市中央区備後町４丁目１番３号 府外 清掃施設

神鋼環境メンテナンス株式会社 箕輪　元 神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 府外 電　　気

神鋼環境メンテナンス株式会社 箕輪　元 神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 府外 管

神鋼環境メンテナンス株式会社 箕輪　元 神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 府外 機械器具設置

神鋼環境メンテナンス株式会社 箕輪　元 神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 府外 水道施設

株式会社シンテック 林　邦代 京都市右京区西京極西衣手町４０番地の７ 府内 管

新日本空調株式会社 前川　伸二 東京都中央区日本橋浜町２－３１－１ 新日本空調株式会社京滋総合営業所 岩森　宏年 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 府内 管

新日本管検工業有限会社 渡海　優 兵庫県伊丹市南本町７－１－１－６０６ 府外 土木一式

新日本管検工業有限会社 渡海　優 兵庫県伊丹市南本町７－１－１－６０６ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

新日本工業株式会社 冨田　健二 愛知県名古屋市昭和区吹上町二丁目１番地５ 新日本工業株式会社大阪営業所 坂田　善則 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目７－１３ 府外 管

新日本工業株式会社 冨田　健二 愛知県名古屋市昭和区吹上町二丁目１番地５ 新日本工業株式会社大阪営業所 坂田　善則 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目７－１３ 府外 鋼構造物

新日本工業株式会社 冨田　健二 愛知県名古屋市昭和区吹上町二丁目１番地５ 新日本工業株式会社大阪営業所 坂田　善則 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目７－１３ 府外 塗　　装

新日本工業株式会社 冨田　健二 愛知県名古屋市昭和区吹上町二丁目１番地５ 新日本工業株式会社大阪営業所 坂田　善則 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目７－１３ 府外 水道施設

シンフォニアエンジニアリング株式会社 吉田　道生 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９番地９６ シンフォニアエンジニアリング株式会社大阪支社 山田　裕克 大阪府東大阪市鴻池徳庵町３－６５ 府外 電　　気

シンフォニアエンジニアリング株式会社 吉田　道生 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９番地９６ シンフォニアエンジニアリング株式会社大阪支社 山田　裕克 大阪府東大阪市鴻池徳庵町３－６５ 府外 機械器具設置

シンフォニアテクノロジー株式会社 斉藤　文則 東京都港区芝大門１－１－３０ シンフォニアテクノロジー株式会社大阪支社 林　和孝 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号 府外 電　　気

シンフォニアテクノロジー株式会社 斉藤　文則 東京都港区芝大門１－１－３０ シンフォニアテクノロジー株式会社大阪支社 林　和孝 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号 府外 機械器具設置

シンフォニアテクノロジー株式会社 斉藤　文則 東京都港区芝大門１－１－３０ シンフォニアテクノロジー株式会社大阪支社 林　和孝 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号 府外 電気通信

新明和アクアテクサービス株式会社 石川　貞仁 兵庫県神戸市東灘区本山南町８－６－２６ 新明和アクアテクサービス株式会社関西センター 池田　紀洋 兵庫県芦屋市打出町７－１８ 府外 電　　気

新明和アクアテクサービス株式会社 石川　貞仁 兵庫県神戸市東灘区本山南町８－６－２６ 新明和アクアテクサービス株式会社関西センター 池田　紀洋 兵庫県芦屋市打出町７－１８ 府外 管

新明和アクアテクサービス株式会社 石川　貞仁 兵庫県神戸市東灘区本山南町８－６－２６ 新明和アクアテクサービス株式会社関西センター 池田　紀洋 兵庫県芦屋市打出町７－１８ 府外 機械器具設置

新明和工業株式会社 五十川　龍之 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 新明和工業株式会社流体事業部営業本部関西支店 甲斐　更成 大阪市淀川区宮原３丁目３番３１号 府外 電　　気

新明和工業株式会社 五十川　龍之 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 新明和工業株式会社流体事業部営業本部関西支店 甲斐　更成 大阪市淀川区宮原３丁目３番３１号 府外 機械器具設置

株式会社新陽 中川　将司 京都府南丹市八木町八木東久保４０－４ 府内 土木一式

株式会社新陽 中川　将司 京都府南丹市八木町八木東久保４０－４ 府内 建築一式

株式会社新陽 中川　将司 京都府南丹市八木町八木東久保４０－４ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社新陽 中川　将司 京都府南丹市八木町八木東久保４０－４ 府内 法面処理
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株式会社新陽 中川　将司 京都府南丹市八木町八木東久保４０－４ 府内 電　　気

株式会社新陽 中川　将司 京都府南丹市八木町八木東久保４０－４ 府内 管

株式会社新陽 中川　将司 京都府南丹市八木町八木東久保４０－４ 府内 舗　　装

株式会社新陽 中川　将司 京都府南丹市八木町八木東久保４０－４ 府内 水道施設

株式会社新陽 中川　将司 京都府南丹市八木町八木東久保４０－４ 府内 解　　体

新菱工業株式会社 管家　誠司 東京都千代田区神田多町二丁目９番２号 新菱工業株式会社関西支店 門脇　基浩 兵庫県明石市本町２－２－２０ 府外 機械器具設置

新菱冷熱工業株式会社 加賀美　猛 東京都新宿区四谷１－６－１ 新菱冷熱工業株式会社京滋支店 野田　泰之 京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町５１３ 府内 管

株式会社ＧＳユアサ 村尾　修 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 株式会社ＧＳユアサ京都営業所 菅沼　和雄 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 府内 電　　気

ＪＦＥアドバンテック株式会社 吉居　卓也 西宮市高畑町３番４８号 府外 電　　気

ＪＦＥアドバンテック株式会社 吉居　卓也 西宮市高畑町３番４８号 府外 機械器具設置

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 大下　元 横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 ＪＦＥエンジニアリング株式会社大阪支店 川畑　康浩 大阪市淀川区宮原一丁目１番１号 府外 土木一式

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 大下　元 横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 ＪＦＥエンジニアリング株式会社大阪支店 川畑　康浩 大阪市淀川区宮原一丁目１番１号 府外 鋼構造物

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 大下　元 横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 ＪＦＥエンジニアリング株式会社大阪支店 川畑　康浩 大阪市淀川区宮原一丁目１番１号 府外 鋼橋上部

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 大下　元 横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 ＪＦＥエンジニアリング株式会社大阪支店 川畑　康浩 大阪市淀川区宮原一丁目１番１号 府外 機械器具設置

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 大下　元 横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 ＪＦＥエンジニアリング株式会社大阪支店 川畑　康浩 大阪市淀川区宮原一丁目１番１号 府外 水道施設

株式会社ＪＭ 大竹　弘孝 東京都千代田区二番町３番地 府外 建築一式

株式会社ＪＭ 大竹　弘孝 東京都千代田区二番町３番地 府外 電　　気

株式会社ＪＭ 大竹　弘孝 東京都千代田区二番町３番地 府外 塗　　装

株式会社ＪＭ 大竹　弘孝 東京都千代田区二番町３番地 府外 防　　水

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム上原　輝久 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム関西支店 後藤　智博 大阪市福島区鷲洲１－１１－１９ 府外 電　　気

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム上原　輝久 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム関西支店 後藤　智博 大阪市福島区鷲洲１－１１－１９ 府外 電気通信

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム上原　輝久 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム関西支店 後藤　智博 大阪市福島区鷲洲１－１１－１９ 府外 消防施設

株式会社ジャクエツ 德本　達郎 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０番地 府外 建築一式

株式会社ジャクエツ 德本　達郎 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０番地 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社ジャクエツ 德本　達郎 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０番地 府外 造　　園

ジャトー株式会社 小野　謙治 大阪府大阪市北区末広町１番２２号 府外 電　　気

ジャトー株式会社 小野　謙治 大阪府大阪市北区末広町１番２２号 府外 機械器具設置

ジャトー株式会社 小野　謙治 大阪府大阪市北区末広町１番２２号 府外 電気通信

ジャトー株式会社 小野　謙治 大阪府大阪市北区末広町１番２２号 府外 消防施設

ジョンソンコントロールズ株式会社 吉田　浩 東京都渋谷区笹塚一丁目５０番１号 ジョンソンコントロールズ株式会社大阪支店 小玉　尚文 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ 府外 電　　気

ジョンソンコントロールズ株式会社 吉田　浩 東京都渋谷区笹塚一丁目５０番１号 ジョンソンコントロールズ株式会社大阪支店 小玉　尚文 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ 府外 管

ジョンソンコントロールズ株式会社 吉田　浩 東京都渋谷区笹塚一丁目５０番１号 ジョンソンコントロールズ株式会社大阪支店 小玉　尚文 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ 府外 電気通信

株式会社城南開発興業 上田　啓 八幡市八幡軸６８番地７ 府内 土木一式

株式会社城南開発興業 上田　啓 八幡市八幡軸６８番地７ 府内 建築一式

株式会社城南開発興業 上田　啓 八幡市八幡軸６８番地７ 府内 管

株式会社城南開発興業 上田　啓 八幡市八幡軸６８番地７ 府内 舗　　装

株式会社城南開発興業 上田　啓 八幡市八幡軸６８番地７ 府内 しゅんせつ

株式会社城南開発興業 上田　啓 八幡市八幡軸６８番地７ 府内 解　　体

株式会社城南工建 古瀬　善啓 城陽市中芦原２７番地の１ 府内 土木一式

株式会社城南工建 古瀬　善啓 城陽市中芦原２７番地の１ 府内 水道施設

株式会社水機テクノス 武藏　昌弘 東京都世田谷区桜丘五丁目４８－１６ 株式会社水機テクノス大阪営業所 田代　順一 大阪府吹田市江坂町一丁目２３番５号 府外 電　　気

株式会社水機テクノス 武藏　昌弘 東京都世田谷区桜丘五丁目４８－１６ 株式会社水機テクノス大阪営業所 田代　順一 大阪府吹田市江坂町一丁目２３番５号 府外 機械器具設置

株式会社水機テクノス 武藏　昌弘 東京都世田谷区桜丘五丁目４８－１６ 株式会社水機テクノス大阪営業所 田代　順一 大阪府吹田市江坂町一丁目２３番５号 府外 水道施設

株式会社スイタ情報システム 荒居　新蔵 東京都港区浜松町２丁目６番２号 株式会社スイタ情報システム大阪本社 河村　吉則 大阪府大阪市北区大淀中二丁目１番１号 府外 電　　気

株式会社スイタ情報システム 荒居　新蔵 東京都港区浜松町２丁目６番２号 株式会社スイタ情報システム大阪本社 河村　吉則 大阪府大阪市北区大淀中二丁目１番１号 府外 機械器具設置

株式会社スイタ情報システム 荒居　新蔵 東京都港区浜松町２丁目６番２号 株式会社スイタ情報システム大阪本社 河村　吉則 大阪府大阪市北区大淀中二丁目１番１号 府外 電気通信

水道機工株式会社 古川　徹 東京都世田谷区桜丘５丁目４８番１６号 水道機工株式会社大阪支店 上村　剛弘 吹田市江坂町１丁目２３番２６号 府外 機械器具設置

水道機工株式会社 古川　徹 東京都世田谷区桜丘５丁目４８番１６号 水道機工株式会社大阪支店 上村　剛弘 吹田市江坂町１丁目２３番２６号 府外 水道施設

水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 池口　学 東京都港区港南１－７－１８ 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社西日本支店 中村　一之 大阪市淀川区西中島７丁目１番５号 府外 電　　気

水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 池口　学 東京都港区港南１－７－１８ 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社西日本支店 中村　一之 大阪市淀川区西中島７丁目１番５号 府外 機械器具設置

水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 池口　学 東京都港区港南１－７－１８ 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社西日本支店 中村　一之 大阪市淀川区西中島７丁目１番５号 府外 水道施設

スエヒロシステム株式会社 末廣　盛男 大阪市中央区平野町１丁目６番８－７０２号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

スエヒロシステム株式会社 末廣　盛男 大阪市中央区平野町１丁目６番８－７０２号 府外 電　　気

スエヒロシステム株式会社 末廣　盛男 大阪市中央区平野町１丁目６番８－７０２号 府外 鋼構造物

スエヒロシステム株式会社 末廣　盛男 大阪市中央区平野町１丁目６番８－７０２号 府外 機械器具設置

スエヒロシステム株式会社 末廣　盛男 大阪市中央区平野町１丁目６番８－７０２号 府外 電気通信

須賀工業株式会社 津田　端孝 東京都台東区上野５丁目１８番１０号 須賀工業株式会社京都支店 髙松　暢宏 京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町９９番地 府内 管
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スポーツサーフェス株式会社 松下　裕臣 東京都中央区日本橋室町４－２－１０ スポーツサーフェス株式会社大阪営業所 武藤　太 大阪市西区立売堀１－１１－１７ 府外 土木一式

スポーツサーフェス株式会社 松下　裕臣 東京都中央区日本橋室町４－２－１０ スポーツサーフェス株式会社大阪営業所 武藤　太 大阪市西区立売堀１－１１－１７ 府外 舗　　装

スポーツサーフェス株式会社 松下　裕臣 東京都中央区日本橋室町４－２－１０ スポーツサーフェス株式会社大阪営業所 武藤　太 大阪市西区立売堀１－１１－１７ 府外 造　　園

株式会社スポーツテクノ和広 髙松　保雄 東京都品川区南大井３丁目６番１８号 株式会社スポーツテクノ和広大阪支店 錦織　良雄 大阪府吹田市垂水町３丁目９－２８ 府外 土木一式

株式会社スポーツテクノ和広 髙松　保雄 東京都品川区南大井３丁目６番１８号 株式会社スポーツテクノ和広大阪支店 錦織　良雄 大阪府吹田市垂水町３丁目９－２８ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社スポーツテクノ和広 髙松　保雄 東京都品川区南大井３丁目６番１８号 株式会社スポーツテクノ和広大阪支店 錦織　良雄 大阪府吹田市垂水町３丁目９－２８ 府外 舗　　装

株式会社スポーツテクノ和広 髙松　保雄 東京都品川区南大井３丁目６番１８号 株式会社スポーツテクノ和広大阪支店 錦織　良雄 大阪府吹田市垂水町３丁目９－２８ 府外 造　　園

住友重機械エンバイロメント株式会社 永井　貴徳 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 住友重機械エンバイロメント株式会社大阪支店 井本　秀樹 大阪府大阪市北区中之島２丁目３番３３号 府外 機械器具設置

住友重機械エンバイロメント株式会社 永井　貴徳 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 住友重機械エンバイロメント株式会社大阪支店 井本　秀樹 大阪府大阪市北区中之島２丁目３番３３号 府外 水道施設

住友電設株式会社 谷　信 大阪市西区阿波座二丁目１番４号 住友電設株式会社京都支店 池尻　正和 京都市下京区寺町通松原下ル植松町７３３番地 府内 電　　気

住友電設株式会社 谷　信 大阪市西区阿波座二丁目１番４号 住友電設株式会社京都支店 池尻　正和 京都市下京区寺町通松原下ル植松町７３３番地 府内 消防施設

スリーエイ工業株式会社 安井　昌市 京丹後市網野町新庄７１０－１ 府内 管

株式会社成研 成田　克永 京都市伏見区下鳥羽広長町２２６番地 府内 管

株式会社精研 上野　俊信 大阪市中央区南船場二丁目１番３号 府外 管

セイコー化工機株式会社 中川　祥示 兵庫県明石市二見町南二見１５番地３ セイコー化工機株式会社大阪営業所 田中　尚之 大阪市淀川区西中島5丁目14番10号 府外 管

セイコー化工機株式会社 中川　祥示 兵庫県明石市二見町南二見１５番地３ セイコー化工機株式会社大阪営業所 田中　尚之 大阪市淀川区西中島5丁目14番10号 府外 機械器具設置

セイコー化工機株式会社 中川　祥示 兵庫県明石市二見町南二見１５番地３ セイコー化工機株式会社大阪営業所 田中　尚之 大阪市淀川区西中島5丁目14番10号 府外 水道施設

株式会社正興電機製作所 添田　英俊 福岡市博多区東光２－７－２５ 株式会社正興電機製作所大阪営業所 原　清介 大阪市西区西本町１丁目６番６号 府外 電　　気

西武建設株式会社 佐藤　誠 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 西武建設株式会社京滋営業所 見寺　泰司 滋賀県大津市粟津町４番７号 府外 土木一式

西武建設株式会社 佐藤　誠 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 西武建設株式会社京滋営業所 見寺　泰司 滋賀県大津市粟津町４番７号 府外 プレストレスト

西武建設株式会社 佐藤　誠 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 西武建設株式会社京滋営業所 見寺　泰司 滋賀県大津市粟津町４番７号 府外 建築一式

西武建設株式会社 佐藤　誠 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 西武建設株式会社京滋営業所 見寺　泰司 滋賀県大津市粟津町４番７号 府外 水道施設

西武建設株式会社 佐藤　誠 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 西武建設株式会社京滋営業所 見寺　泰司 滋賀県大津市粟津町４番７号 府外 解　　体

西部電気建設株式会社 坂上　彰 神戸市中央区花隈町５番２１号 府外 電　　気

株式会社清流メンテナンス 宮沢　亨治 大阪府吹田市垂水町３丁目５番９号 府外 機械器具設置

株式会社清流メンテナンス 宮沢　亨治 大阪府吹田市垂水町３丁目５番９号 府外 清掃施設

西菱電機株式会社 西井　希伊 兵庫県伊丹市藤ノ木３丁目５番３３号 西菱電機株式会社大阪支社 川端　真史 大阪市北区堂島浜２－２－８ 府外 電　　気

西菱電機株式会社 西井　希伊 兵庫県伊丹市藤ノ木３丁目５番３３号 西菱電機株式会社大阪支社 川端　真史 大阪市北区堂島浜２－２－８ 府外 電気通信

星和電機工事株式会社 人見　允教 亀岡市荒塚町１－３－１４ 府内 電　　気

星和電機工事株式会社 人見　允教 亀岡市荒塚町１－３－１４ 府内 電気通信

積水アクアシステム株式会社 植村　政孝 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番３０号 府外 土木一式

積水アクアシステム株式会社 植村　政孝 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番３０号 府外 管

積水アクアシステム株式会社 植村　政孝 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番３０号 府外 機械器具設置

積水アクアシステム株式会社 植村　政孝 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番３０号 府外 水道施設

積水化学工業株式会社 加藤　敬太 大阪府大阪市北区西天満二丁目４番４号 積水化学工業株式会社環境・ライフラインカンパニー西日本支店山口　淳一 大阪市北区西天満二丁目４番４号 府外 管

積和建設近畿株式会社 下元　邦雄 京都府京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町２９３番地１ 府内 土木一式

セコム株式会社 尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 府外 電気通信

セコム株式会社 尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 府外 消防施設

株式会社錢高組 銭高　久善 大阪市西区西本町二丁目２番４号 株式会社錢高組京都営業所 白石　尚也 京都市下京区不明門通五条上ル玉屋町５２６ 府内 土木一式

株式会社錢高組 銭高　久善 大阪市西区西本町二丁目２番４号 株式会社錢高組京都営業所 白石　尚也 京都市下京区不明門通五条上ル玉屋町５２６ 府内 プレストレスト

株式会社錢高組 銭高　久善 大阪市西区西本町二丁目２番４号 株式会社錢高組京都営業所 白石　尚也 京都市下京区不明門通五条上ル玉屋町５２６ 府内 建築一式

株式会社錢高組 銭高　久善 大阪市西区西本町二丁目２番４号 株式会社錢高組京都営業所 白石　尚也 京都市下京区不明門通五条上ル玉屋町５２６ 府内 水道施設

全京都建設協同組合 田中　守 京都市西京区樫原盆山１３－１ 府内 土木一式

全京都建設協同組合 田中　守 京都市西京区樫原盆山１３－１ 府内 建築一式

株式会社ソイルリサイクル工業 青野　高乃 大阪府守口市文園町５－１９ 府外 土木一式

株式会社ソイルリサイクル工業 青野　高乃 大阪府守口市文園町５－１９ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社ソイルリサイクル工業 青野　高乃 大阪府守口市文園町５－１９ 府外 舗　　装

綜合警備保障株式会社 青山　幸恭 東京都港区元赤坂一丁目６番６号 綜合警備保障株式会社京都支社 三浦　学 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地 府内 電気通信

綜合警備保障株式会社 青山　幸恭 東京都港区元赤坂一丁目６番６号 綜合警備保障株式会社京都支社 三浦　学 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地 府内 消防施設

ソフトロード株式会社 八田　慎二 京都市南区吉祥院嶋樫山町１８ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

ソフトロード株式会社 八田　慎二 京都市南区吉祥院嶋樫山町１８ 府内 塗　　装

株式会社タイキ 矢野　幸吉 大阪市天王寺区寺田町一丁目１番２号 府外 土木一式

株式会社タイキ 矢野　幸吉 大阪市天王寺区寺田町一丁目１番２号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社タイキ 矢野　幸吉 大阪市天王寺区寺田町一丁目１番２号 府外 石

株式会社タイキ 矢野　幸吉 大阪市天王寺区寺田町一丁目１番２号 府外 舗　　装

株式会社タイキ 矢野　幸吉 大阪市天王寺区寺田町一丁目１番２号 府外 造　　園

株式会社タイキ 矢野　幸吉 大阪市天王寺区寺田町一丁目１番２号 府外 解　　体



令和４・5年度　市外建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 地域区分 業種名

株式会社大氣社 加藤　考二 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 株式会社大氣社京都営業所 梅阪　博之 京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町５２０－１ 府内 管

太成工業株式会社 矢島　耕治 京都市山科区小山一石畑１９－９ 府内 管

大成温調株式会社 水谷　憲一 東京都品川区大井１丁目４９番１０号 大成温調株式会社京滋営業所 杉本　美行 京都市下京区東洞院通綾小路下ル扇酒屋町２８９ 府内 管

大成建設株式会社 相川　善郎 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 大成建設株式会社関西支店 加賀田　健司 大阪市中央区南船場一丁目１４－１０ 府外 土木一式

大成建設株式会社 相川　善郎 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 大成建設株式会社関西支店 加賀田　健司 大阪市中央区南船場一丁目１４－１０ 府外 プレストレスト

大成建設株式会社 相川　善郎 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 大成建設株式会社関西支店 加賀田　健司 大阪市中央区南船場一丁目１４－１０ 府外 建築一式

株式会社大成スポーツ施設 安田　洋一 神戸市東灘区本山町田辺２５２－２ 府外 土木一式

株式会社大成スポーツ施設 安田　洋一 神戸市東灘区本山町田辺２５２－２ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社大成スポーツ施設 安田　洋一 神戸市東灘区本山町田辺２５２－２ 府外 舗　　装

株式会社大成スポーツ施設 安田　洋一 神戸市東灘区本山町田辺２５２－２ 府外 造　　園

太平工業株式会社 今西　哲雄 京都府京都市右京区西院金槌町８番地 府内 建築一式

太平工業株式会社 今西　哲雄 京都府京都市右京区西院金槌町８番地 府内 防　　水

太平工業株式会社 今西　哲雄 京都府京都市右京区西院金槌町８番地 府内 内装仕上

株式会社大平電機 藤田　正人 京都府綾部市井倉新町南大橋１７番地の２ 府内 電　　気

株式会社大平電機 藤田　正人 京都府綾部市井倉新町南大橋１７番地の２ 府内 管

株式会社大平電機 藤田　正人 京都府綾部市井倉新町南大橋１７番地の２ 府内 機械器具設置

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 土木一式

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 建築一式

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 左　　官

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 屋　　根

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 電　　気

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 管

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 鋼構造物

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 ガ　ラ　ス

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 塗　　装

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 内装仕上

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 機械器具設置

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 造　　園

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 建　　具　

太陽工業株式会社 荒木　秀文 大阪市淀川区木川東４－８－４ 太陽工業株式会社 田中　洋 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 府外 解　　体

髙石機械産業株式会社 村松　健一 京都市中京区壬生森前町六番地 府内 土木一式

髙石機械産業株式会社 村松　健一 京都市中京区壬生森前町六番地 府内 建築一式

株式会社髙石造園土木 髙石　正弘 京都市左京区聖護院西町１８番地 府内 土木一式

株式会社髙石造園土木 髙石　正弘 京都市左京区聖護院西町１８番地 府内 造　　園

タカオ株式会社 髙尾　典秀 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

タカオ株式会社 髙尾　典秀 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１ 府外 造　　園

高砂熱学工業株式会社 小島　和人 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号 高砂熱学工業株式会社京都営業所 森田　修平 京都市中京区柳馬場通御池下ル柳八幡町６５ 府内 管

高田機工株式会社 髙橋　裕 大阪市浪速区難波中２丁目１０番７０号 府外 鋼構造物

高田機工株式会社 髙橋　裕 大阪市浪速区難波中２丁目１０番７０号 府外 鋼橋上部

株式会社高塚工務店 福本　凡人 京都市西京区大枝沓掛町８－１２７ 府内 建築一式

株式会社タカハシ 高橋　平 京都府南丹市園部町宮町５７番地３ 府内 電　　気

瀧上工業株式会社 瀧上　晶義 愛知県半田市神明町１丁目１番地 瀧上工業株式会社大阪支店 岡野　敦 大阪市西区北堀江二丁目１０番１９号 府外 鋼構造物

瀧上工業株式会社 瀧上　晶義 愛知県半田市神明町１丁目１番地 瀧上工業株式会社大阪支店 岡野　敦 大阪市西区北堀江二丁目１０番１９号 府外 鋼橋上部

株式会社竹中工務店 佐々木　正人 大阪市中央区本町四丁目１番１３号 株式会社竹中工務店京都支店 名越　健二 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 土木一式

株式会社竹中工務店 佐々木　正人 大阪市中央区本町四丁目１番１３号 株式会社竹中工務店京都支店 名越　健二 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 建築一式

株式会社竹中工務店 佐々木　正人 大阪市中央区本町四丁目１番１３号 株式会社竹中工務店京都支店 名越　健二 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 電　　気

株式会社竹中工務店 佐々木　正人 大阪市中央区本町四丁目１番１３号 株式会社竹中工務店京都支店 名越　健二 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 管

株式会社竹中工務店 佐々木　正人 大阪市中央区本町四丁目１番１３号 株式会社竹中工務店京都支店 名越　健二 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 解　　体

株式会社竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 株式会社竹中土木京都営業所 濱﨑　大介 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 土木一式

株式会社竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 株式会社竹中土木京都営業所 濱﨑　大介 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 プレストレスト

株式会社竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 株式会社竹中土木京都営業所 濱﨑　大介 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 建築一式

株式会社竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 株式会社竹中土木京都営業所 濱﨑　大介 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 株式会社竹中土木京都営業所 濱﨑　大介 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 法面処理

株式会社竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 株式会社竹中土木京都営業所 濱﨑　大介 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 鋼構造物

株式会社竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 株式会社竹中土木京都営業所 濱﨑　大介 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 鋼橋上部

株式会社竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 株式会社竹中土木京都営業所 濱﨑　大介 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 舗　　装

株式会社竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 株式会社竹中土木京都営業所 濱﨑　大介 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 造　　園



令和４・5年度　市外建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 地域区分 業種名

株式会社竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 株式会社竹中土木京都営業所 濱﨑　大介 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 水道施設

株式会社竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂一丁目１番１号 株式会社竹中土木京都営業所 濱﨑　大介 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の１ 府内 解　　体

株式会社たけびし 小倉　勇 京都市右京区西京極豆田町２９ 府内 電　　気

株式会社たけびし 小倉　勇 京都市右京区西京極豆田町２９ 府内 管

株式会社たけびし 小倉　勇 京都市右京区西京極豆田町２９ 府内 機械器具設置

株式会社たけびし 小倉　勇 京都市右京区西京極豆田町２９ 府内 電気通信

株式会社たけびし 小倉　勇 京都市右京区西京極豆田町２９ 府内 消防施設

株式会社タケミ・コーポレーション 廣瀬　丈巳 大阪府堺市西区山田２丁目１９１番地１ 府外 水道施設

株式会社但馬近畿工業 藤岡　建也 兵庫県養父市八鹿町下網場２０８番地の３ 府外 土木一式

株式会社但馬近畿工業 藤岡　建也 兵庫県養父市八鹿町下網場２０８番地の３ 府外 建築一式

株式会社但馬近畿工業 藤岡　建也 兵庫県養父市八鹿町下網場２０８番地の３ 府外 管

株式会社但馬近畿工業 藤岡　建也 兵庫県養父市八鹿町下網場２０８番地の３ 府外 舗　　装

株式会社但馬近畿工業 藤岡　建也 兵庫県養父市八鹿町下網場２０８番地の３ 府外 水道施設

株式会社田中工務店 田中　勝久 京都市南区上鳥羽八王神町５番地 府内 建築一式

株式会社玉井道路 玉井　政弘 京都市伏見区下鳥羽広長町１８５番地 府内 土木一式

株式会社玉井道路 玉井　政弘 京都市伏見区下鳥羽広長町１８５番地 府内 舗　　装

株式会社玉井道路 玉井　政弘 京都市伏見区下鳥羽広長町１８５番地 府内 解　　体

株式会社丹青社 高橋　貴志 東京都港区港南一丁目２番７０号 株式会社丹青社関西支店 大岩　典文 大阪市北区大深町３番１号 府外 建築一式

株式会社丹青社 高橋　貴志 東京都港区港南一丁目２番７０号 株式会社丹青社関西支店 大岩　典文 大阪市北区大深町３番１号 府外 内装仕上

丹波建設株式会社 平井　昭人 南丹市園部町河原町四号３０番地１ 府内 土木一式

丹波建設株式会社 平井　昭人 南丹市園部町河原町四号３０番地１ 府内 建築一式

丹波建設株式会社 平井　昭人 南丹市園部町河原町四号３０番地１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

丹波建設株式会社 平井　昭人 南丹市園部町河原町四号３０番地１ 府内 法面処理

丹波建設株式会社 平井　昭人 南丹市園部町河原町四号３０番地１ 府内 管

丹波建設株式会社 平井　昭人 南丹市園部町河原町四号３０番地１ 府内 舗　　装

丹波建設株式会社 平井　昭人 南丹市園部町河原町四号３０番地１ 府内 造　　園

丹波建設株式会社 平井　昭人 南丹市園部町河原町四号３０番地１ 府内 水道施設

株式会社大安組 大村　安司 京都市左京区一乗寺大原田町２０‐５ 府内 土木一式

株式会社大安組 大村　安司 京都市左京区一乗寺大原田町２０‐５ 府内 建築一式

株式会社大安組 大村　安司 京都市左京区一乗寺大原田町２０‐５ 府内 水道施設

株式会社大安組 大村　安司 京都市左京区一乗寺大原田町２０‐５ 府内 解　　体

第一工業株式会社 篠原　直男 東京都千代田区丸の内三丁目３－１ 第一工業株式会社京都営業所 桑原　健太 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５２９ 府内 管

株式会社第一テクノ 向井　善彦 東京都品川区南大井６丁目１３番１０号 株式会社第一テクノ関西支店 山田　泰司 大阪市北区大淀中一丁目４番１６号 府外 電　　気

株式会社第一テクノ 向井　善彦 東京都品川区南大井６丁目１３番１０号 株式会社第一テクノ関西支店 山田　泰司 大阪市北区大淀中一丁目４番１６号 府外 管

株式会社第一テクノ 向井　善彦 東京都品川区南大井６丁目１３番１０号 株式会社第一テクノ関西支店 山田　泰司 大阪市北区大淀中一丁目４番１６号 府外 鋼構造物

株式会社第一テクノ 向井　善彦 東京都品川区南大井６丁目１３番１０号 株式会社第一テクノ関西支店 山田　泰司 大阪市北区大淀中一丁目４番１６号 府外 機械器具設置

株式会社第一テクノ 向井　善彦 東京都品川区南大井６丁目１３番１０号 株式会社第一テクノ関西支店 山田　泰司 大阪市北区大淀中一丁目４番１６号 府外 水道施設

株式会社第一土木 中川　将人 京都市下京区中堂寺坊城町３５－２ 府内 土木一式

株式会社第一土木 中川　将人 京都市下京区中堂寺坊城町３５－２ 府内 建築一式

株式会社第一土木 中川　将人 京都市下京区中堂寺坊城町３５－２ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社第一土木 中川　将人 京都市下京区中堂寺坊城町３５－２ 府内 法面処理

株式会社第一土木 中川　将人 京都市下京区中堂寺坊城町３５－２ 府内 電　　気

株式会社第一土木 中川　将人 京都市下京区中堂寺坊城町３５－２ 府内 管

株式会社第一土木 中川　将人 京都市下京区中堂寺坊城町３５－２ 府内 舗　　装

株式会社第一土木 中川　将人 京都市下京区中堂寺坊城町３５－２ 府内 水道施設

株式会社第一土木 中川　将人 京都市下京区中堂寺坊城町３５－２ 府内 解　　体

株式会社大京 増田　貴光 京都市南区吉祥院新田弐ノ段町１０４番地の１ 府外 管

大工園設備工業株式会社 山本　克 神戸市中央区磯辺通１丁目１番１８号 府外 土木一式

大幸道路管理株式会社 田中　秀行 神戸市兵庫区島上町二丁目２－２２－２Ｆ 府外 土木一式

大幸道路管理株式会社 田中　秀行 神戸市兵庫区島上町二丁目２－２２－２Ｆ 府外 しゅんせつ

ダイダン株式会社 藤澤　一郎 大阪市西区江戸堀一丁目９番２５号 ダイダン株式会社京都支店 竹之内宏行 京都市中京区車屋御池下ル梅屋町３６１－１ 府内 電　　気

ダイダン株式会社 藤澤　一郎 大阪市西区江戸堀一丁目９番２５号 ダイダン株式会社京都支店 竹之内宏行 京都市中京区車屋御池下ル梅屋町３６１－１ 府内 管

ダイダン株式会社 藤澤　一郎 大阪市西区江戸堀一丁目９番２５号 ダイダン株式会社京都支店 竹之内宏行 京都市中京区車屋御池下ル梅屋町３６１－１ 府内 消防施設

大東建託株式会社 小林　克満 東京都港区港南２－１６－１ 府外 建築一式

大東産業株式会社 渡辺　圭一郎 高松市香西南町１０２番地の４ 大東産業株式会社大阪支店 森　幹彦 東大阪市吉原１丁目７番１７号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

大東産業株式会社 渡辺　圭一郎 高松市香西南町１０２番地の４ 大東産業株式会社大阪支店 森　幹彦 東大阪市吉原１丁目７番１７号 府外 塗　　装

株式会社大同 拝師　知行 京都市右京区西院上花田町２３番地の２ 府内 管
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株式会社大同 拝師　知行 京都市右京区西院上花田町２３番地の２ 府内 消防施設

株式会社大同電機製作所 池田　雄二 兵庫県尼崎市東本町３丁目１番地 府外 電　　気

株式会社大同電機製作所 池田　雄二 兵庫県尼崎市東本町３丁目１番地 府外 電気通信

大日本土木株式会社 馬場　義雄 岐阜県岐阜市宇佐南１－３－１１ 大日本土木株式会社大阪支店 小林　良一 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 府外 土木一式

大日本土木株式会社 馬場　義雄 岐阜県岐阜市宇佐南１－３－１１ 大日本土木株式会社大阪支店 小林　良一 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 府外 プレストレスト

大日本土木株式会社 馬場　義雄 岐阜県岐阜市宇佐南１－３－１１ 大日本土木株式会社大阪支店 小林　良一 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 府外 建築一式

大日本土木株式会社 馬場　義雄 岐阜県岐阜市宇佐南１－３－１１ 大日本土木株式会社大阪支店 小林　良一 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 府外 水道施設

大和機械設備株式会社 松林　俊夫 大阪府守口市南寺方東通６－６－１４ 府外 機械器具設置

大和電設工業株式会社 栩谷　泰輝 京都市南区吉祥院池ノ内町８３番地 府内 電　　気

大和電設工業株式会社 栩谷　泰輝 京都市南区吉祥院池ノ内町８３番地 府内 電気通信

大和電設工業株式会社 栩谷　泰輝 京都市南区吉祥院池ノ内町８３番地 府内 消防施設

大和リース株式会社 北　哲弥 大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号 大和リース株式会社京都支店 大林　德丈 京都市伏見区竹田浄菩提院町３１６番地 府内 建築一式

中央電設株式会社 岡田　康彦 大阪市福島区海老江１－１－３１ 中央電設株式会社京都営業所 北川　義昭 京都市伏見区京町南７丁目３１－４ 府内 電　　気

株式会社中国パラテックス 前川　直樹 岡山市南区新保１１１６－７ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社中国パラテックス 前川　直樹 岡山市南区新保１１１６－７ 府外 水道施設

千代田工業株式会社 服部　良三 愛知県津島市蛭間町字桝田３２３番地 千代田工業株式会社大阪営業所 服部　勝彦 大阪府堺市堺区新在家町東１－１－２８ 府外 土木一式

千代田工業株式会社 服部　良三 愛知県津島市蛭間町字桝田３２３番地 千代田工業株式会社大阪営業所 服部　勝彦 大阪府堺市堺区新在家町東１－１－２８ 府外 鋼構造物

千代田工業株式会社 服部　良三 愛知県津島市蛭間町字桝田３２３番地 千代田工業株式会社大阪営業所 服部　勝彦 大阪府堺市堺区新在家町東１－１－２８ 府外 水道施設

千代田塗装工業株式会社 安田　健司 姫路市飾磨区英賀西町１－２９ 千代田塗装工業株式会社大阪支店 星野　淳 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目６番１６号５０１ 府外 塗　　装

司建設株式会社 住田　弘平 京都市中京区丸太町通室町東入常真横町190番地の2 府内 土木一式

司建設株式会社 住田　弘平 京都市中京区丸太町通室町東入常真横町190番地の2 府内 舗　　装

月島機械株式会社 福沢　義之 東京都中央区晴海３－５－１ 月島機械株式会社大阪支社 鈴木　伸尚 大阪府大阪市中央区瓦町三丁目６番５号 府外 機械器具設置

月島機械株式会社 福沢　義之 東京都中央区晴海３－５－１ 月島機械株式会社大阪支社 鈴木　伸尚 大阪府大阪市中央区瓦町三丁目６番５号 府外 水道施設

月島テクノメンテサービス株式会社 伊藤　道夫 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 月島テクノメンテサービス株式会社大阪支社西日本営業部 石橋　稔章 大阪市中央区瓦町三丁目６番５号 府外 機械器具設置

月島テクノメンテサービス株式会社 伊藤　道夫 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 月島テクノメンテサービス株式会社大阪支社西日本営業部 石橋　稔章 大阪市中央区瓦町三丁目６番５号 府外 水道施設

ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 土屋　智義 岐阜県大垣市神田町２－５５ ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社関西支社 増田　亮一 大阪市西区阿波座一丁目９番９号 府外 土木一式

ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 土屋　智義 岐阜県大垣市神田町２－５５ ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社関西支社 増田　亮一 大阪市西区阿波座一丁目９番９号 府外 建築一式

都築テクノサービス株式会社 仲井　正人 東京都港区海岸１丁目１１－１ 都築テクノサービス株式会社丹後営業所 蓬莱　智之 京都府京丹後市大宮町周枳１９７５番地 府内 電　　気

都築テクノサービス株式会社 仲井　正人 東京都港区海岸１丁目１１－１ 都築テクノサービス株式会社丹後営業所 蓬莱　智之 京都府京丹後市大宮町周枳１９７５番地 府内 電気通信

株式会社ツバサ建業 松下　龍翼 大阪府大阪市西淀川区出来島３－１－１８ 府外 建築一式

株式会社ツバサ建業 松下　龍翼 大阪府大阪市西淀川区出来島３－１－１８ 府外 解　　体

鶴亀温水器工業株式会社 八和田　靖夫 東大阪市高井田西３－２－２１ 府外 建築一式

鶴亀温水器工業株式会社 八和田　靖夫 東大阪市高井田西３－２－２１ 府外 管

鶴亀温水器工業株式会社 八和田　靖夫 東大阪市高井田西３－２－２１ 府外 機械器具設置

鶴美建設株式会社 久富　慶亮 京都府舞鶴市字市場２０２－３６ 府内 土木一式

鶴美建設株式会社 久富　慶亮 京都府舞鶴市字市場２０２－３６ 府内 建築一式

鶴美建設株式会社 久富　慶亮 京都府舞鶴市字市場２０２－３６ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

鶴美建設株式会社 久富　慶亮 京都府舞鶴市字市場２０２－３６ 府内 管

鶴美建設株式会社 久富　慶亮 京都府舞鶴市字市場２０２－３６ 府内 舗　　装

鶴美建設株式会社 久富　慶亮 京都府舞鶴市字市場２０２－３６ 府内 水道施設

鶴美建設株式会社 久富　慶亮 京都府舞鶴市字市場２０２－３６ 府内 解　　体

株式会社鶴見製作所 辻本　治 大阪市鶴見区鶴見４丁目１６番４０号 府外 電　　気

株式会社鶴見製作所 辻本　治 大阪市鶴見区鶴見４丁目１６番４０号 府外 管

株式会社鶴見製作所 辻本　治 大阪市鶴見区鶴見４丁目１６番４０号 府外 機械器具設置

株式会社鶴見製作所 辻本　治 大阪市鶴見区鶴見４丁目１６番４０号 府外 水道施設

有限会社ティーエーシーエンジニアリング表　隆司 兵庫県尼崎市浜田町一丁目４８番地 府外 管

株式会社ＴＳエンジニアリング 隠岐　徹 京都市右京区西京極大門町２４－１ 府内 電　　気

株式会社ＴＳエンジニアリング 隠岐　徹 京都市右京区西京極大門町２４－１ 府内 管

株式会社テクノ菱和 黒田　英彦 東京都豊島区南大塚２－２６－２０ 株式会社テクノ菱和京都営業所 佐藤　満徳 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 管

テスコ株式会社 髙橋　久治 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 府外 機械器具設置

テスコ株式会社 髙橋　久治 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 府外 水道施設

テスコ株式会社 髙橋　久治 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 府外 清掃施設

寺尾道路株式会社 藤林　良仁 京都府南丹市園部町小桜町２号４－５ 府内 土木一式

寺尾道路株式会社 藤林　良仁 京都府南丹市園部町小桜町２号４－５ 府内 舗　　装

寺尾道路株式会社 藤林　良仁 京都府南丹市園部町小桜町２号４－５ 府内 水道施設

テラル株式会社 菅田　博文 広島県福山市御幸町森脇２３０番地 テラル株式会社大阪支店 若林　聡 大阪府大阪市西区靭本町一丁目１１番７号 府外 電　　気

テラル株式会社 菅田　博文 広島県福山市御幸町森脇２３０番地 テラル株式会社大阪支店 若林　聡 大阪府大阪市西区靭本町一丁目１１番７号 府外 機械器具設置
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テラル株式会社 菅田　博文 広島県福山市御幸町森脇２３０番地 テラル株式会社大阪支店 若林　聡 大阪府大阪市西区靭本町一丁目１１番７号 府外 さ　く　井

株式会社デューイテクニカル 秋山　直樹 城陽市平川指月１３２番地の３ 府内 電　　気

株式会社デューイテクニカル 秋山　直樹 城陽市平川指月１３２番地の３ 府内 電気通信

株式会社デリブ 林　寿美子 京都市中京区西ノ京東中合町８１ 府内 電　　気

電気興業株式会社 近藤　忠登史 東京都千代田区丸の内３－３－１ 電気興業株式会社大阪支店 新田　盛夫 大阪府吹田市豊津町２－３０ 府外 土木一式

電気興業株式会社 近藤　忠登史 東京都千代田区丸の内３－３－１ 電気興業株式会社大阪支店 新田　盛夫 大阪府吹田市豊津町２－３０ 府外 建築一式

電気興業株式会社 近藤　忠登史 東京都千代田区丸の内３－３－１ 電気興業株式会社大阪支店 新田　盛夫 大阪府吹田市豊津町２－３０ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

電気興業株式会社 近藤　忠登史 東京都千代田区丸の内３－３－１ 電気興業株式会社大阪支店 新田　盛夫 大阪府吹田市豊津町２－３０ 府外 電　　気

電気興業株式会社 近藤　忠登史 東京都千代田区丸の内３－３－１ 電気興業株式会社大阪支店 新田　盛夫 大阪府吹田市豊津町２－３０ 府外 鋼構造物

電気興業株式会社 近藤　忠登史 東京都千代田区丸の内３－３－１ 電気興業株式会社大阪支店 新田　盛夫 大阪府吹田市豊津町２－３０ 府外 塗　　装

電気興業株式会社 近藤　忠登史 東京都千代田区丸の内３－３－１ 電気興業株式会社大阪支店 新田　盛夫 大阪府吹田市豊津町２－３０ 府外 電気通信

電気興業株式会社 近藤　忠登史 東京都千代田区丸の内３－３－１ 電気興業株式会社大阪支店 新田　盛夫 大阪府吹田市豊津町２－３０ 府外 解　　体

株式会社電業社機械製作所 村林　秀晃 東京都大田区大森北１丁目５番１号 株式会社電業社機械製作所大阪支店 坂根　寧 大阪市中央区南本町二丁目６番１２号 府外 機械器具設置

株式会社電業社機械製作所 村林　秀晃 東京都大田区大森北１丁目５番１号 株式会社電業社機械製作所大阪支店 坂根　寧 大阪市中央区南本町二丁目６番１２号 府外 水道施設

株式会社デンテックス 岸田　好史 兵庫県丹波市柏原町南多田１４３番地の１ 府外 電　　気

株式会社デンテックス 岸田　好史 兵庫県丹波市柏原町南多田１４３番地の１ 府外 管

株式会社デンテックス 岸田　好史 兵庫県丹波市柏原町南多田１４３番地の１ 府外 電気通信

株式会社デンテックス 岸田　好史 兵庫県丹波市柏原町南多田１４３番地の１ 府外 消防施設

株式会社トーケミ 細谷　一彦 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 府外 管

株式会社トーケミ 細谷　一彦 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 府外 機械器具設置

株式会社トーケミ 細谷　一彦 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 府外 水道施設

株式会社トータルメディア開発研究所 山村　健一郎 東京都千代田区紀尾井町３－２３ 府外 内装仕上

株式会社トーヨーテクニカ 今田　光成 大阪市北区西天満６丁目３番１６号 府外 土木一式

株式会社トーヨーテクニカ 今田　光成 大阪市北区西天満６丁目３番１６号 府外 建築一式

株式会社トーヨーテクニカ 今田　光成 大阪市北区西天満６丁目３番１６号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社トーヨーテクニカ 今田　光成 大阪市北区西天満６丁目３番１６号 府外 鋼構造物

株式会社トーヨーテクニカ 今田　光成 大阪市北区西天満６丁目３番１６号 府外 鋼橋上部

株式会社トーヨーテクニカ 今田　光成 大阪市北区西天満６丁目３番１６号 府外 機械器具設置

株式会社トーヨーテクニカ 今田　光成 大阪市北区西天満６丁目３番１６号 府外 解　　体

東レ建設株式会社 角川　政信 大阪市北区中之島三丁目３番３号 東レ建設株式会社京滋支店 岡田　龍憲 大津市別保２丁目９番５０号 府外 建築一式

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 土木一式

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 プレストレスト

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 建築一式

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 法面処理

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 石

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 電　　気

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 鋼構造物

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 舗　　装

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 しゅんせつ

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 塗　　装

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 造　　園

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 水道施設

東亜建設工業株式会社 秋山　優樹 東京都新宿区西新宿３－７－１ 東亜建設工業株式会社大阪支店 早川　毅 大阪府大阪市西区靱本町１－４－１２ 府外 解　　体

東亜道路工業株式会社 森下　協一 東京都港区六本木七丁目３番７号 東亜道路工業株式会社京滋営業所 原田　貴志 滋賀県近江八幡市鷹飼町上蟻尾１６２５－１０ 府外 土木一式

東亜道路工業株式会社 森下　協一 東京都港区六本木七丁目３番７号 東亜道路工業株式会社京滋営業所 原田　貴志 滋賀県近江八幡市鷹飼町上蟻尾１６２５－１０ 府外 舗　　装

東海鋼管株式会社 乾　公昭 愛知県名古屋市南区桜台２－５－２４ 東海鋼管株式会社大阪支店 大浦　稚礼 大阪市中央区高麗橋３－２－７ 府外 鋼構造物

東海鋼管株式会社 乾　公昭 愛知県名古屋市南区桜台２－５－２４ 東海鋼管株式会社大阪支店 大浦　稚礼 大阪市中央区高麗橋３－２－７ 府外 鋼橋上部

東海鋼管株式会社 乾　公昭 愛知県名古屋市南区桜台２－５－２４ 東海鋼管株式会社大阪支店 大浦　稚礼 大阪市中央区高麗橋３－２－７ 府外 水道施設

東海リース株式会社 塚本　博亮 大阪市北区天神橋２丁目北２番６号 東海リース株式会社大阪支店 高橋　真一 大阪市北区天神橋２丁目北２番６号 府外 建築一式

東急建設株式会社 寺田　光宏 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 東急建設株式会社関西支店 藥丸　歩 大阪府大阪市北区豊崎三丁目１９番地３ 府外 土木一式

東急建設株式会社 寺田　光宏 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 東急建設株式会社関西支店 藥丸　歩 大阪府大阪市北区豊崎三丁目１９番地３ 府外 建築一式

東京計器株式会社 安藤　毅 東京都大田区南蒲田２－１６－４６ 東京計器株式会社大阪営業所 石橋　二郎 大阪市淀川区西宮原１－７－２６ 府外 電　　気

東京計器株式会社 安藤　毅 東京都大田区南蒲田２－１６－４６ 東京計器株式会社大阪営業所 石橋　二郎 大阪市淀川区西宮原１－７－２６ 府外 機械器具設置

東京システム特機株式会社 吉田　光男 東京都千代田区飯田橋４－５－１１ 府外 電　　気

東京システム特機株式会社 吉田　光男 東京都千代田区飯田橋４－５－１１ 府外 電気通信



令和４・5年度　市外建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 地域区分 業種名

東光電気工事株式会社 青木　宏明 東京都千代田西神田１－４－５ 東光電気工事株式会社京滋営業所 中根　洋心 京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町９９ 府内 電　　気

東芝インフラシステムズ株式会社 今野　貴之 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東芝インフラシステムズ株式会社関西支社 江尻　昌弘 大阪市北区角田町８番１号 府外 電　　気

東芝インフラシステムズ株式会社 今野　貴之 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東芝インフラシステムズ株式会社関西支社 江尻　昌弘 大阪市北区角田町８番１号 府外 機械器具設置

東芝インフラシステムズ株式会社 今野　貴之 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東芝インフラシステムズ株式会社関西支社 江尻　昌弘 大阪市北区角田町８番１号 府外 電気通信

東芝エレベータ株式会社 柳瀬　悟郎 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東芝エレベータ株式会社関西支社 池田　裕紀 大阪市阿倍野区阿部野筋１丁目１番地４３ 府外 電　　気

東芝エレベータ株式会社 柳瀬　悟郎 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東芝エレベータ株式会社関西支社 池田　裕紀 大阪市阿倍野区阿部野筋１丁目１番地４３ 府外 管

東芝エレベータ株式会社 柳瀬　悟郎 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東芝エレベータ株式会社関西支社 池田　裕紀 大阪市阿倍野区阿部野筋１丁目１番地４３ 府外 機械器具設置

東芝エレベータ株式会社 柳瀬　悟郎 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東芝エレベータ株式会社関西支社 池田　裕紀 大阪市阿倍野区阿部野筋１丁目１番地４３ 府外 電気通信

東芝エレベータ株式会社 柳瀬　悟郎 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東芝エレベータ株式会社関西支社 池田　裕紀 大阪市阿倍野区阿部野筋１丁目１番地４３ 府外 消防施設

東芝通信インフラシステムズ株式会社 棟方　公輝 東京都府中市東芝町１番地 東芝通信インフラシステムズ株式会社関西支店 若村　直紀 大阪市中央区本町四丁目２番１２号 府外 電　　気

東芝通信インフラシステムズ株式会社 棟方　公輝 東京都府中市東芝町１番地 東芝通信インフラシステムズ株式会社関西支店 若村　直紀 大阪市中央区本町四丁目２番１２号 府外 電気通信

東芝プラントシステム株式会社 原園　浩一 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東芝プラントシステム株式会社関西支社 小野　洋一 大阪市北区角田町８番１号 府外 電　　気

東芝プラントシステム株式会社 原園　浩一 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東芝プラントシステム株式会社関西支社 小野　洋一 大阪市北区角田町８番１号 府外 管

東芝ライテック株式会社 平岡　敏行 神奈川県川崎市幸区堀河町７２番地３４ 東芝ライテック株式会社関西システム営業所 香川　孝行 大阪市中央区高麗橋四丁目３番７号 府外 電　　気

東邦電気工業株式会社 伊達　知正 京都市下京区中堂寺坊城町２８番地の１ 府内 電　　気

東邦電気工業株式会社 伊達　知正 京都市下京区中堂寺坊城町２８番地の１ 府内 電気通信

東邦電気工業株式会社 川　行男 東京都渋谷区恵比寿１丁目１９番２３号 東邦電気工業株式会社大阪支店 後藤　伸之 大阪市東淀川区上新庄一丁目２番１３号 府外 電　　気

東邦電気工業株式会社 川　行男 東京都渋谷区恵比寿１丁目１９番２３号 東邦電気工業株式会社大阪支店 後藤　伸之 大阪市東淀川区上新庄一丁目２番１３号 府外 電気通信

東邦電気産業株式会社 佐伯　祐左 京都市中京区壬生御所ノ内町３２番地 府内 電　　気

東邦電気産業株式会社 佐伯　祐左 京都市中京区壬生御所ノ内町３２番地 府内 管

東邦電気産業株式会社 佐伯　祐左 京都市中京区壬生御所ノ内町３２番地 府内 電気通信

株式会社東洋エンタープライズ 尾崎　彰 京都市右京区西院松井町６番地 府内 管

株式会社東洋エンタープライズ 尾崎　彰 京都市右京区西院松井町６番地 府内 機械器具設置

東洋建設株式会社 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 東洋建設株式会社京滋営業所 政安　誠三 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４ 府内 土木一式

東洋建設株式会社 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 東洋建設株式会社京滋営業所 政安　誠三 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４ 府内 プレストレスト

東洋建設株式会社 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 東洋建設株式会社京滋営業所 政安　誠三 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４ 府内 建築一式

東洋建設株式会社 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 東洋建設株式会社京滋営業所 政安　誠三 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

東洋建設株式会社 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 東洋建設株式会社京滋営業所 政安　誠三 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４ 府内 鋼構造物

東洋建設株式会社 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 東洋建設株式会社京滋営業所 政安　誠三 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４ 府内 舗　　装

東洋建設株式会社 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 東洋建設株式会社京滋営業所 政安　誠三 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４ 府内 しゅんせつ

東洋建設株式会社 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 東洋建設株式会社京滋営業所 政安　誠三 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４ 府内 塗　　装

東洋建設株式会社 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 東洋建設株式会社京滋営業所 政安　誠三 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４ 府内 内装仕上

東洋建設株式会社 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 東洋建設株式会社京滋営業所 政安　誠三 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４ 府内 水道施設

東洋建設株式会社 武澤　恭司 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 東洋建設株式会社京滋営業所 政安　誠三 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４ 府内 解　　体

東洋産業株式会社 片山　仁志 東京都大田区大森本町１－６－１ 東洋産業株式会社大阪支店 井手　誠 大阪府大阪市淀川区西中島４－７－４ 府外 電　　気

東洋シヤッター株式会社 岡田　敏夫 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 東洋シヤッター株式会社北近畿営業所 江上　力 綾部市青野町西中居４１番地 府内 建　　具　

東洋メンテナス株式会社 尾曲　浩明 大阪府東大阪市本庄西１丁目１０番２４号 府外 電　　気

東洋メンテナス株式会社 尾曲　浩明 大阪府東大阪市本庄西１丁目１０番２４号 府外 機械器具設置

東洋メンテナス株式会社 尾曲　浩明 大阪府東大阪市本庄西１丁目１０番２４号 府外 水道施設

東洋濾水機株式会社 田野中　敏晃 京都市伏見区横大路柿ノ本町１２－１ 府内 機械器具設置

東洋濾水機株式会社 田野中　敏晃 京都市伏見区横大路柿ノ本町１２－１ 府内 水道施設

株式会社東和エンジニアリング 新倉　恵理子 東京都千代田区東神田１丁目７－８ 株式会社東和エンジニアリング関西支社 河合　慶二 大阪市北区中崎西４－２－２７ 府外 電気通信

東和工業株式会社 中野　勲 大阪府枚方市牧野本町一丁目１番５９号 府外 土木一式

東和工業株式会社 中野　勲 大阪府枚方市牧野本町一丁目１番５９号 府外 管

東和工業株式会社 中野　勲 大阪府枚方市牧野本町一丁目１番５９号 府外 しゅんせつ

東和スポーツ施設株式会社 川谷　真輝 京都市左京区北白川下池田町７９－１ 府内 土木一式

東和スポーツ施設株式会社 川谷　真輝 京都市左京区北白川下池田町７９－１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

東和スポーツ施設株式会社 川谷　真輝 京都市左京区北白川下池田町７９－１ 府内 舗　　装

東和スポーツ施設株式会社 川谷　真輝 京都市左京区北白川下池田町７９－１ 府内 造　　園

都市クリエイト株式会社 前田　晋二 大阪府高槻市上田辺町１９番８号 都市クリエイト株式会社京都支店 高尾　昌城 京都府京都市伏見区深草西浦町七丁目１８番地１ 府内 土木一式

都市クリエイト株式会社 前田　晋二 大阪府高槻市上田辺町１９番８号 都市クリエイト株式会社京都支店 高尾　昌城 京都府京都市伏見区深草西浦町七丁目１８番地１ 府内 舗　　装

都市クリエイト株式会社 前田　晋二 大阪府高槻市上田辺町１９番８号 都市クリエイト株式会社京都支店 高尾　昌城 京都府京都市伏見区深草西浦町七丁目１８番地１ 府内 しゅんせつ

戸田建設株式会社 大谷　清介 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 戸田建設株式会社大阪支店 三宅　正人 大阪市西区西本町１丁目１３番４７号 府外 土木一式

戸田建設株式会社 大谷　清介 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 戸田建設株式会社大阪支店 三宅　正人 大阪市西区西本町１丁目１３番４７号 府外 プレストレスト

戸田建設株式会社 大谷　清介 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 戸田建設株式会社大阪支店 三宅　正人 大阪市西区西本町１丁目１３番４７号 府外 建築一式

戸田建設株式会社 大谷　清介 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 戸田建設株式会社大阪支店 三宅　正人 大阪市西区西本町１丁目１３番４７号 府外 水道施設

飛島建設株式会社 乘京　正弘 東京都港区港南一丁目８番１５号 飛島建設株式会社大阪支店 中川　勲治 大阪市中央区道修町３丁目４番１０号 府外 土木一式
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飛島建設株式会社 乘京　正弘 東京都港区港南一丁目８番１５号 飛島建設株式会社大阪支店 中川　勲治 大阪市中央区道修町３丁目４番１０号 府外 プレストレスト

飛島建設株式会社 乘京　正弘 東京都港区港南一丁目８番１５号 飛島建設株式会社大阪支店 中川　勲治 大阪市中央区道修町３丁目４番１０号 府外 建築一式

飛島建設株式会社 乘京　正弘 東京都港区港南一丁目８番１５号 飛島建設株式会社大阪支店 中川　勲治 大阪市中央区道修町３丁目４番１０号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

飛島建設株式会社 乘京　正弘 東京都港区港南一丁目８番１５号 飛島建設株式会社大阪支店 中川　勲治 大阪市中央区道修町３丁目４番１０号 府外 舗　　装

飛島建設株式会社 乘京　正弘 東京都港区港南一丁目８番１５号 飛島建設株式会社大阪支店 中川　勲治 大阪市中央区道修町３丁目４番１０号 府外 水道施設

飛島建設株式会社 乘京　正弘 東京都港区港南一丁目８番１５号 飛島建設株式会社大阪支店 中川　勲治 大阪市中央区道修町３丁目４番１０号 府外 解　　体

巴工業株式会社 山本　仁 東京都品川区北品川五丁目５番１５号 巴工業株式会社大阪支店 牧　健司 大阪市北区梅田２丁目２番２２号 府外 機械器具設置

豊川工業株式会社 豊川　皇司 京都市南区上鳥羽奈須野町３３番地 府内 土木一式

豊川工業株式会社 豊川　皇司 京都市南区上鳥羽奈須野町３３番地 府内 建築一式

豊川工業株式会社 豊川　皇司 京都市南区上鳥羽奈須野町３３番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

豊川工業株式会社 豊川　皇司 京都市南区上鳥羽奈須野町３３番地 府内 法面処理

豊川工業株式会社 豊川　皇司 京都市南区上鳥羽奈須野町３３番地 府内 舗　　装

豊川工業株式会社 豊川　皇司 京都市南区上鳥羽奈須野町３３番地 府内 しゅんせつ

豊川工業株式会社 豊川　皇司 京都市南区上鳥羽奈須野町３３番地 府内 造　　園

株式会社トラストテクノ 前田　浩司 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町２番４４号 府外 土木一式

株式会社酉島製作所 原田　耕太郎 大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号 株式会社酉島製作所大阪支店 田中　勝彦 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番１４号 府外 電　　気

株式会社酉島製作所 原田　耕太郎 大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号 株式会社酉島製作所大阪支店 田中　勝彦 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番１４号 府外 機械器具設置

株式会社酉島製作所 原田　耕太郎 大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号 株式会社酉島製作所大阪支店 田中　勝彦 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番１４号 府外 水道施設

ドリコ株式会社 鮫島　修 東京都中央区日本橋２丁目１３番１０号 ドリコ株式会社大阪支店 鳥居　赳志 大阪市淀川区西中島５丁目１４番５号 府外 電　　気

ドリコ株式会社 鮫島　修 東京都中央区日本橋２丁目１３番１０号 ドリコ株式会社大阪支店 鳥居　赳志 大阪市淀川区西中島５丁目１４番５号 府外 管

ドリコ株式会社 鮫島　修 東京都中央区日本橋２丁目１３番１０号 ドリコ株式会社大阪支店 鳥居　赳志 大阪市淀川区西中島５丁目１４番５号 府外 機械器具設置

ドリコ株式会社 鮫島　修 東京都中央区日本橋２丁目１３番１０号 ドリコ株式会社大阪支店 鳥居　赳志 大阪市淀川区西中島５丁目１４番５号 府外 さ　く　井

ドリコ株式会社 鮫島　修 東京都中央区日本橋２丁目１３番１０号 ドリコ株式会社大阪支店 鳥居　赳志 大阪市淀川区西中島５丁目１４番５号 府外 水道施設

内海プラント株式会社 安東　佳子 岡山県岡山市東区楢原５１０ 府外 管

内海プラント株式会社 安東　佳子 岡山県岡山市東区楢原５１０ 府外 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

内海プラント株式会社 安東　佳子 岡山県岡山市東区楢原５１０ 府外 機械器具設置

内海プラント株式会社 安東　佳子 岡山県岡山市東区楢原５１０ 府外 清掃施設

株式会社内藤ハウス 内藤　篤 山梨県韮崎市円野町上円井３１３９ 株式会社内藤ハウス大阪支店 古澤　一也 大阪府大阪市中央区北浜東２－１６ 府外 建築一式

中川企画建設株式会社 中川　廣次 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番１５号 府外 土木一式

中川企画建設株式会社 中川　廣次 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番１５号 府外 建築一式

中川企画建設株式会社 中川　廣次 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番１５号 府外 舗　　装

中川企画建設株式会社 中川　廣次 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番１５号 府外 解　　体

株式会社中川工業所 中川　淳 京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町１２１番地の３ 府内 管

株式会社中造園 中　邦暁 奈良県葛城市西辻３５２－１ 府外 土木一式

株式会社中造園 中　邦暁 奈良県葛城市西辻３５２－１ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社中造園 中　邦暁 奈良県葛城市西辻３５２－１ 府外 石

株式会社中造園 中　邦暁 奈良県葛城市西辻３５２－１ 府外 舗　　装

株式会社中造園 中　邦暁 奈良県葛城市西辻３５２－１ 府外 塗　　装

株式会社中造園 中　邦暁 奈良県葛城市西辻３５２－１ 府外 造　　園

株式会社ナカノフドー建設 竹谷　紀之 東京都千代田区九段北４－２－２８ 株式会社ナカノフドー建設大阪支社 吉村　哲志 大阪市西区阿波座２丁目４番２３号 府外 土木一式

株式会社ナカノフドー建設 竹谷　紀之 東京都千代田区九段北４－２－２８ 株式会社ナカノフドー建設大阪支社 吉村　哲志 大阪市西区阿波座２丁目４番２３号 府外 建築一式

株式会社ナカノフドー建設 竹谷　紀之 東京都千代田区九段北４－２－２８ 株式会社ナカノフドー建設大阪支社 吉村　哲志 大阪市西区阿波座２丁目４番２３号 府外 解　　体

中林建設株式会社 中林　浩之 大阪市浪速区大国２－１－１９ 府外 土木一式

中林建設株式会社 中林　浩之 大阪市浪速区大国２－１－１９ 府外 建築一式

永田機電工業株式会社 永田　幸一 大阪府枚方市田口１丁目２３番１２号 府外 管

永田機電工業株式会社 永田　幸一 大阪府枚方市田口１丁目２３番１２号 府外 機械器具設置

永田機電工業株式会社 永田　幸一 大阪府枚方市田口１丁目２３番１２号 府外 さ　く　井

株式会社ナガワ 髙橋　修 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 株式会社ナガワ大阪支店 小原　辰也 大阪府大阪市北区中之島３－３－２３ 府外 建築一式

南海辰村建設株式会社 浦池　紅陽 大阪市浪速区難波中三丁目５番１９号 府外 土木一式

南海辰村建設株式会社 浦池　紅陽 大阪市浪速区難波中三丁目５番１９号 府外 建築一式

株式会社仁木総合建設 柴田　峰一 京都市伏見区淀本町２０６－１６ 府内 土木一式

株式会社　ニシオカ 西岡　修吾 大阪府大阪市住吉区南住吉３‐１７‐５ 府外 土木一式

株式会社　ニシオカ 西岡　修吾 大阪府大阪市住吉区南住吉３‐１７‐５ 府外 建築一式

株式会社　ニシオカ 西岡　修吾 大阪府大阪市住吉区南住吉３‐１７‐５ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社　ニシオカ 西岡　修吾 大阪府大阪市住吉区南住吉３‐１７‐５ 府外 舗　　装

株式会社　ニシオカ 西岡　修吾 大阪府大阪市住吉区南住吉３‐１７‐５ 府外 造　　園

株式会社西谷通信工業 西谷　文博 舞鶴市字下福井小字新宮１１８３－８ 府内 電　　気
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株式会社西谷通信工業 西谷　文博 舞鶴市字下福井小字新宮１１８３－８ 府内 電気通信

西田鉄工株式会社 大渕　憲二 熊本県宇土市松山町４５４１ 西田鉄工株式会社大阪支店 陣鎌　伸也 大阪市北区豊崎三丁目２番１号 府外 鋼構造物

西田鉄工株式会社 大渕　憲二 熊本県宇土市松山町４５４１ 西田鉄工株式会社大阪支店 陣鎌　伸也 大阪市北区豊崎三丁目２番１号 府外 機械器具設置

西日本電信電話株式会社 小林　充佳 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号 西日本電信電話株式会社京都支店 重田　敦史 京都市中京区烏丸三条上ル場之町６０４ 府内 電気通信

株式会社西原衛生工業所 三村　浩一 東京都港区芝浦四丁目２番８号 株式会社西原衛生工業所大阪本店 高島　良一 大阪市東成区東小橋一丁目１３番１３号 府外 管

株式会社西原衛生工業所 三村　浩一 東京都港区芝浦四丁目２番８号 株式会社西原衛生工業所大阪本店 高島　良一 大阪市東成区東小橋一丁目１３番１３号 府外 消防施設

株式会社西原環境 西原　幸志 東京都港区海岸３丁目２０番２０号 株式会社西原環境関西支店 森　元裕 大阪市淀川区西中島三丁目９番１２号 府外 電　　気

株式会社西原環境 西原　幸志 東京都港区海岸３丁目２０番２０号 株式会社西原環境関西支店 森　元裕 大阪市淀川区西中島三丁目９番１２号 府外 管

株式会社西原環境 西原　幸志 東京都港区海岸３丁目２０番２０号 株式会社西原環境関西支店 森　元裕 大阪市淀川区西中島三丁目９番１２号 府外 機械器具設置

株式会社西原環境 西原　幸志 東京都港区海岸３丁目２０番２０号 株式会社西原環境関西支店 森　元裕 大阪市淀川区西中島三丁目９番１２号 府外 水道施設

株式会社西原環境 西原　幸志 東京都港区海岸３丁目２０番２０号 株式会社西原環境関西支店 森　元裕 大阪市淀川区西中島三丁目９番１２号 府外 清掃施設

西松建設株式会社 髙瀨　伸利 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 西松建設株式会社西日本支社 酒井　祥三 大阪市中央区釣鐘町２丁目４番７号 府外 土木一式

西松建設株式会社 髙瀨　伸利 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 西松建設株式会社西日本支社 酒井　祥三 大阪市中央区釣鐘町２丁目４番７号 府外 プレストレスト

西松建設株式会社 髙瀨　伸利 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 西松建設株式会社西日本支社 酒井　祥三 大阪市中央区釣鐘町２丁目４番７号 府外 建築一式

株式会社西村風晃園 田中　基文 兵庫県豊岡市九日市上町８４６－１ 府外 土木一式

株式会社西村風晃園 田中　基文 兵庫県豊岡市九日市上町８４６－１ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社西村風晃園 田中　基文 兵庫県豊岡市九日市上町８４６－１ 府外 法面処理

株式会社西村風晃園 田中　基文 兵庫県豊岡市九日市上町８４６－１ 府外 舗　　装

株式会社西村風晃園 田中　基文 兵庫県豊岡市九日市上町８４６－１ 府外 造　　園

株式会社西村風晃園 田中　基文 兵庫県豊岡市九日市上町８４６－１ 府外 解　　体

西本建設株式会社 西本　文彰 京都市伏見区竹田中川原町４３１番地 府内 土木一式

西本建設株式会社 西本　文彰 京都市伏見区竹田中川原町４３１番地 府内 舗　　装

株式会社西山 西山　祐也 兵庫県丹波市春日町歌道谷４番地１ 府外 土木一式

株式会社西山 西山　祐也 兵庫県丹波市春日町歌道谷４番地１ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社西山 西山　祐也 兵庫県丹波市春日町歌道谷４番地１ 府外 舗　　装

株式会社西山 西山　祐也 兵庫県丹波市春日町歌道谷４番地１ 府外 塗　　装

株式会社西山 西山　祐也 兵庫県丹波市春日町歌道谷４番地１ 府外 水道施設

日東河川工業株式会社 向阪　敬 香川県高松市中央町５番３号 日東河川工業株式会社近畿営業所 千田　文博 高槻市城北町２－３－１３ナスカ高槻 府外 鋼構造物

日東河川工業株式会社 向阪　敬 香川県高松市中央町５番３号 日東河川工業株式会社近畿営業所 千田　文博 高槻市城北町２－３－１３ナスカ高槻 府外 機械器具設置

日工マシナリー株式会社 片岡　昭生 千葉県野田市上三ケ尾２５９ 日工マシナリー株式会社関西支店 前田　雅彦 兵庫県明石市大久保町江井島１０１３番地の１ 府外 鋼構造物

日工マシナリー株式会社 片岡　昭生 千葉県野田市上三ケ尾２５９ 日工マシナリー株式会社関西支店 前田　雅彦 兵庫県明石市大久保町江井島１０１３番地の１ 府外 機械器具設置

日新建工株式会社 田村　弘 京都市北区紫竹北大門町７２番地１ 府内 土木一式

日新建工株式会社 田村　弘 京都市北区紫竹北大門町７２番地１ 府内 舗　　装

日新電機株式会社 松下　芳弘 京都市右京区梅津高畝町４７番地 日新電機株式会社京都営業部 松田　光司 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 電　　気

日新電機株式会社 松下　芳弘 京都市右京区梅津高畝町４７番地 日新電機株式会社京都営業部 松田　光司 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 電気通信

日水産業株式会社 黒田　和久 神奈川県横浜市港南区港南台３－４－４６ 日水産業株式会社関西事業所 竹田　強 大阪府堺市中区伏尾４ 府外 機械器具設置

日水産業株式会社 黒田　和久 神奈川県横浜市港南区港南台３－４－４６ 日水産業株式会社関西事業所 竹田　強 大阪府堺市中区伏尾４ 府外 水道施設

日成エンジニアリング株式会社 藏富　駿吾 大阪府大阪市淀川区宮原１－２－４０ 府外 機械器具設置

日成エンジニアリング株式会社 藏富　駿吾 大阪府大阪市淀川区宮原１－２－４０ 府外 水道施設

日成ビルド工業株式会社 上田　秀樹 石川県金沢市金石北３丁目１６番１０号 日成ビルド工業株式会社京都支店 宮坂　公之 京都市伏見区桃山町松平筑前１０－１２ 府内 建築一式

日成ビルド工業株式会社 上田　秀樹 石川県金沢市金石北３丁目１６番１０号 日成ビルド工業株式会社京都支店 宮坂　公之 京都市伏見区桃山町松平筑前１０－１２ 府内 機械器具設置

ニッタン株式会社 沖　昌徳 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 ニッタン株式会社関西支社 柳川　浩 大阪府大阪市中央区本町２－１－６ 府外 電気通信

ニッタン株式会社 沖　昌徳 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 ニッタン株式会社関西支社 柳川　浩 大阪府大阪市中央区本町２－１－６ 府外 消防施設

日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社元内　利文 東京都品川区大崎一丁目５番１号 日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社西日本支社 菊池　義和 大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３ 府外 土木一式

日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社元内　利文 東京都品川区大崎一丁目５番１号 日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社西日本支社 菊池　義和 大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３ 府外 管

日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社元内　利文 東京都品川区大崎一丁目５番１号 日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社西日本支社 菊池　義和 大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３ 府外 鋼構造物

日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社元内　利文 東京都品川区大崎一丁目５番１号 日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社西日本支社 菊池　義和 大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３ 府外 水道施設

株式会社日展 田加井　徹 大阪市北区万歳町３番７号 府外 建築一式

株式会社日展 田加井　徹 大阪市北区万歳町３番７号 府外 内装仕上

日特建設株式会社 和田　康夫 東京都中央区東日本橋三丁目１０番６号 日特建設株式会社京滋営業所 岡崎　貴広 京都市伏見区竹田中川原町５０－１ 府内 土木一式

日特建設株式会社 和田　康夫 東京都中央区東日本橋三丁目１０番６号 日特建設株式会社京滋営業所 岡崎　貴広 京都市伏見区竹田中川原町５０－１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

日特建設株式会社 和田　康夫 東京都中央区東日本橋三丁目１０番６号 日特建設株式会社京滋営業所 岡崎　貴広 京都市伏見区竹田中川原町５０－１ 府内 法面処理

日特建設株式会社 和田　康夫 東京都中央区東日本橋三丁目１０番６号 日特建設株式会社京滋営業所 岡崎　貴広 京都市伏見区竹田中川原町５０－１ 府内 鋼構造物

日本オーチス・エレベータ株式会社 山上　浩 東京都文京区本駒込二丁目２８番８号 日本オーチス・エレベータ株式会社京都支店 竹内　淳郎 京都市南区上鳥羽大物町２８ 府内 機械器具設置

日本電気株式会社 森田　隆之 東京都港区芝５丁目７番１号 日本電気株式会社京都支社 林　誠一 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 府内 電気通信

日本電設工業株式会社 土屋　忠巳 東京都台東区池之端１－２－２３ 日本電設工業株式会社大阪支店京都営業所 大橋　利康 京都市下京区七条通東洞院東入ル材木町４９９－２ 府内 電　　気

日本電設工業株式会社 土屋　忠巳 東京都台東区池之端１－２－２３ 日本電設工業株式会社大阪支店京都営業所 大橋　利康 京都市下京区七条通東洞院東入ル材木町４９９－２ 府内 電気通信



令和４・5年度　市外建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 地域区分 業種名

日本電通株式会社 戸谷　典嗣 大阪府大阪市港区磯路２丁目２１番１号 府外 電気通信

株式会社日本ピーエス 有馬　浩史 福井県敦賀市若泉町３ 株式会社日本ピーエス関西支店 岩垣　宏明 大阪市淀川区宮原４－３－１２ 府外 土木一式

株式会社日本ピーエス 有馬　浩史 福井県敦賀市若泉町３ 株式会社日本ピーエス関西支店 岩垣　宏明 大阪市淀川区宮原４－３－１２ 府外 プレストレスト

株式会社日本ピーエス 有馬　浩史 福井県敦賀市若泉町３ 株式会社日本ピーエス関西支店 岩垣　宏明 大阪市淀川区宮原４－３－１２ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

日本エレクトロニツクシステムズ株式会社菊池　俊宏 大阪市淀川区西中島五丁目５番１５号 府外 電　　気

日本エレクトロニツクシステムズ株式会社菊池　俊宏 大阪市淀川区西中島五丁目５番１５号 府外 電気通信

日本エレベーター製造株式会社 千足　邦男 東京都千代田区岩本町１－１０－３ 日本エレベーター製造株式会社大阪営業所 成瀬　友章 大阪市西区土佐堀２丁目４番９号 府外 機械器具設置

日本エンヂニヤ株式会社 牧志　龍男 愛知県長久手市下川原１５－１ 日本エンヂニヤ株式会社滋賀営業所 浅見　広人 滋賀県東近江市中小路町５５１－１ 府外 電　　気

日本エンヂニヤ株式会社 牧志　龍男 愛知県長久手市下川原１５－１ 日本エンヂニヤ株式会社滋賀営業所 浅見　広人 滋賀県東近江市中小路町５５１－１ 府外 管

日本エンヂニヤ株式会社 牧志　龍男 愛知県長久手市下川原１５－１ 日本エンヂニヤ株式会社滋賀営業所 浅見　広人 滋賀県東近江市中小路町５５１－１ 府外 機械器具設置

日本エンヂニヤ株式会社 牧志　龍男 愛知県長久手市下川原１５－１ 日本エンヂニヤ株式会社滋賀営業所 浅見　広人 滋賀県東近江市中小路町５５１－１ 府外 電気通信

日本エンヂニヤ株式会社 牧志　龍男 愛知県長久手市下川原１５－１ 日本エンヂニヤ株式会社滋賀営業所 浅見　広人 滋賀県東近江市中小路町５５１－１ 府外 水道施設

日本管工業株式会社 奥村　昇三 京都市中京区押小路通烏丸西入る金吹町４６１番地２ 府内 管

日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 建築一式

日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 屋　　根

日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 管

日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 舗　　装

日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 塗　　装

日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 防　　水

日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 内装仕上

日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 機械器具設置

日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 電気通信

日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 建　　具　

日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 消防施設

日本橋梁株式会社 坂下　清信 大阪市西区江戸堀一丁目９番１号 日本橋梁株式会社大阪営業所 大山　浩伸 大阪市西区江戸堀一丁目９番１号 府外 鋼構造物

日本橋梁株式会社 坂下　清信 大阪市西区江戸堀一丁目９番１号 日本橋梁株式会社大阪営業所 大山　浩伸 大阪市西区江戸堀一丁目９番１号 府外 鋼橋上部

日本ギア工業株式会社 寺田　治夫 東京都港区西新橋一丁目７番１４号 日本ギア工業株式会社若狭事業所 濱田　実千弘 京都府舞鶴市鹿原１９６－１ 府内 電　　気

日本ギア工業株式会社 寺田　治夫 東京都港区西新橋一丁目７番１４号 日本ギア工業株式会社若狭事業所 濱田　実千弘 京都府舞鶴市鹿原１９６－１ 府内 機械器具設置

日本原料株式会社 齋藤　安弘 神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 日本原料株式会社関西支店 瀬田　和俊 大阪府大阪市中央区内本町１丁目３－５ 府外 機械器具設置

日本原料株式会社 齋藤　安弘 神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 日本原料株式会社関西支店 瀬田　和俊 大阪府大阪市中央区内本町１丁目３－５ 府外 水道施設

日本国土開発株式会社 朝倉　健夫 東京都港区赤坂４－９－９ 日本国土開発株式会社大阪支店 鮫島　正夫 大阪市淀川区西中島５丁目５番１５番 府外 土木一式

日本システム工業株式会社 小野　昭 京都市南区吉祥院池ノ内町８番地 府内 電　　気

日本システム工業株式会社 小野　昭 京都市南区吉祥院池ノ内町８番地 府内 電気通信

日本システム工業株式会社 小野　昭 京都市南区吉祥院池ノ内町８番地 府内 消防施設

日本推進建設株式会社 紙谷　和典 大阪府吹田市江坂町一丁目１２－４０ 府外 土木一式

日本体育施設株式会社 小松　和幸 東京都中野区東中野３丁目２０番１０号 日本体育施設株式会社西日本支店 佐藤　太造 大阪市中央区久太郎町１－５－１３－２１１ 府外 土木一式

日本体育施設株式会社 小松　和幸 東京都中野区東中野３丁目２０番１０号 日本体育施設株式会社西日本支店 佐藤　太造 大阪市中央区久太郎町１－５－１３－２１１ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

日本体育施設株式会社 小松　和幸 東京都中野区東中野３丁目２０番１０号 日本体育施設株式会社西日本支店 佐藤　太造 大阪市中央区久太郎町１－５－１３－２１１ 府外 舗　　装

日本体育施設株式会社 小松　和幸 東京都中野区東中野３丁目２０番１０号 日本体育施設株式会社西日本支店 佐藤　太造 大阪市中央区久太郎町１－５－１３－２１１ 府外 造　　園

日本地下水開発株式会社 桂木　宣均 山形県山形市大字松原７７７ 府外 土木一式

日本地下水開発株式会社 桂木　宣均 山形県山形市大字松原７７７ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

日本地下水開発株式会社 桂木　宣均 山形県山形市大字松原７７７ 府外 管

日本地下水開発株式会社 桂木　宣均 山形県山形市大字松原７７７ 府外 機械器具設置

日本地下水開発株式会社 桂木　宣均 山形県山形市大字松原７７７ 府外 さ　く　井

日本調理機株式会社 齋藤　有史 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 日本調理機株式会社京都営業所 吉井　理嗣 京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町１３２ 府内 管

日本電技株式会社 島田　良介 東京都墨田区両国２丁目１０番１４号 日本電技株式会社大阪支店 高見　裕一 大阪市北区中之島６丁目２番４０号 府外 電　　気

日本電技株式会社 島田　良介 東京都墨田区両国２丁目１０番１４号 日本電技株式会社大阪支店 高見　裕一 大阪市北区中之島６丁目２番４０号 府外 管

日本電技株式会社 島田　良介 東京都墨田区両国２丁目１０番１４号 日本電技株式会社大阪支店 高見　裕一 大阪市北区中之島６丁目２番４０号 府外 電気通信

日本ファシリオ株式会社 川口　正廣 東京都港区北青山二丁目１２－２８ 日本ファシリオ株式会社京都営業所 友田　義弘 京都市南区西九条蔵王町五五 府内 電　　気

日本ファシリオ株式会社 川口　正廣 東京都港区北青山二丁目１２－２８ 日本ファシリオ株式会社京都営業所 友田　義弘 京都市南区西九条蔵王町五五 府内 管

日本ファシリオ株式会社 川口　正廣 東京都港区北青山二丁目１２－２８ 日本ファシリオ株式会社京都営業所 友田　義弘 京都市南区西九条蔵王町五五 府内 消防施設

日本ファブテック株式会社 野上　勇 茨城県取手市下高井１０２０ 日本ファブテック株式会社大阪営業所 秋山　忠平 大阪府大阪市西区土佐堀１－３－７ 府外 土木一式

日本ファブテック株式会社 野上　勇 茨城県取手市下高井１０２０ 日本ファブテック株式会社大阪営業所 秋山　忠平 大阪府大阪市西区土佐堀１－３－７ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

日本ファブテック株式会社 野上　勇 茨城県取手市下高井１０２０ 日本ファブテック株式会社大阪営業所 秋山　忠平 大阪府大阪市西区土佐堀１－３－７ 府外 鋼構造物

日本ファブテック株式会社 野上　勇 茨城県取手市下高井１０２０ 日本ファブテック株式会社大阪営業所 秋山　忠平 大阪府大阪市西区土佐堀１－３－７ 府外 鋼橋上部

日本フィールドシステム株式会社 鈴木　誠 岡山県津山市高尾５７３－１ 日本フィールドシステム株式会社大阪営業所 小川　一樹 大阪府枚方市養父東町１９－２０ 府外 土木一式

日本フィールドシステム株式会社 鈴木　誠 岡山県津山市高尾５７３－１ 日本フィールドシステム株式会社大阪営業所 小川　一樹 大阪府枚方市養父東町１９－２０ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ
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日本フィールドシステム株式会社 鈴木　誠 岡山県津山市高尾５７３－１ 日本フィールドシステム株式会社大阪営業所 小川　一樹 大阪府枚方市養父東町１９－２０ 府外 舗　　装

日本フィールドシステム株式会社 鈴木　誠 岡山県津山市高尾５７３－１ 日本フィールドシステム株式会社大阪営業所 小川　一樹 大阪府枚方市養父東町１９－２０ 府外 造　　園

日本防蝕工業株式会社 佐藤　元彦 東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 日本防蝕工業株式会社大阪支店 森　勇造 大阪市北区天満橋１丁目８－３０ 府外 土木一式

日本防蝕工業株式会社 佐藤　元彦 東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 日本防蝕工業株式会社大阪支店 森　勇造 大阪市北区天満橋１丁目８－３０ 府外 電　　気

日本防蝕工業株式会社 佐藤　元彦 東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 日本防蝕工業株式会社大阪支店 森　勇造 大阪市北区天満橋１丁目８－３０ 府外 塗　　装

日本無線株式会社 小洗　健 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 日本無線株式会社関西支社 加藤　和広 大阪府大阪市北区梅田三丁目４番５号 府外 電気通信

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社田伏　重成 大阪市北区同心１丁目７番１４号 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社京都支店 石田　定雄 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田１０番地９ 府内 土木一式

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社田伏　重成 大阪市北区同心１丁目７番１４号 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社京都支店 石田　定雄 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田１０番地９ 府内 電　　気

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社田伏　重成 大阪市北区同心１丁目７番１４号 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社京都支店 石田　定雄 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田１０番地９ 府内 塗　　装

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社田伏　重成 大阪市北区同心１丁目７番１４号 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社京都支店 石田　定雄 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田１０番地９ 府内 水道施設

株式会社ニュースポーツ工業 新江田　博司 大阪府東大阪市長田３－５－１５ 府外 土木一式

株式会社ニュースポーツ工業 新江田　博司 大阪府東大阪市長田３－５－１５ 府外 建築一式

株式会社ニュースポーツ工業 新江田　博司 大阪府東大阪市長田３－５－１５ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社ニュースポーツ工業 新江田　博司 大阪府東大阪市長田３－５－１５ 府外 舗　　装

株式会社ニュースポーツ工業 新江田　博司 大阪府東大阪市長田３－５－１５ 府外 造　　園

ネクサス株式会社 坂井　義秀 京都市山科区四ノ宮泓６２番地５ 府内 防　　水

株式会社野口建設 野口　健太 京都府船井郡京丹波町豊田新田１０１ 府内 土木一式

株式会社野口建設 野口　健太 京都府船井郡京丹波町豊田新田１０１ 府内 建築一式

株式会社野口建設 野口　健太 京都府船井郡京丹波町豊田新田１０１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社野口建設 野口　健太 京都府船井郡京丹波町豊田新田１０１ 府内 管

株式会社野口建設 野口　健太 京都府船井郡京丹波町豊田新田１０１ 府内 舗　　装

株式会社野口建設 野口　健太 京都府船井郡京丹波町豊田新田１０１ 府内 塗　　装

株式会社野口建設 野口　健太 京都府船井郡京丹波町豊田新田１０１ 府内 造　　園

株式会社野口建設 野口　健太 京都府船井郡京丹波町豊田新田１０１ 府内 水道施設

株式会社野口建設 野口　健太 京都府船井郡京丹波町豊田新田１０１ 府内 解　　体

野里電気工業株式会社 藤川　雅浩 大阪府大阪市西淀川区柏里２－４－１ 府外 電　　気

野里電気工業株式会社 藤川　雅浩 大阪府大阪市西淀川区柏里２－４－１ 府外 機械器具設置

野里電気工業株式会社 藤川　雅浩 大阪府大阪市西淀川区柏里２－４－１ 府外 電気通信

ノダック株式会社 三門　克彰 さいたま市南区文蔵３丁目２８番６号 府外 土木一式

ノダック株式会社 三門　克彰 さいたま市南区文蔵３丁目２８番６号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

ノダック株式会社 三門　克彰 さいたま市南区文蔵３丁目２８番６号 府外 電　　気

ノダック株式会社 三門　克彰 さいたま市南区文蔵３丁目２８番６号 府外 管

ノダック株式会社 三門　克彰 さいたま市南区文蔵３丁目２８番６号 府外 鋼構造物

ノダック株式会社 三門　克彰 さいたま市南区文蔵３丁目２８番６号 府外 塗　　装

ノダック株式会社 三門　克彰 さいたま市南区文蔵３丁目２８番６号 府外 機械器具設置

ノダック株式会社 三門　克彰 さいたま市南区文蔵３丁目２８番６号 府外 水道施設

株式会社ノバック 立花　充 兵庫県姫路市北条一丁目９２番地 株式会社ノバック京都支店 青木　正春 京都市中京区東洞院御池下ル笹屋町４４５番 府内 土木一式

株式会社ノバック 立花　充 兵庫県姫路市北条一丁目９２番地 株式会社ノバック京都支店 青木　正春 京都市中京区東洞院御池下ル笹屋町４４５番 府内 建築一式

株式会社ノバック 立花　充 兵庫県姫路市北条一丁目９２番地 株式会社ノバック京都支店 青木　正春 京都市中京区東洞院御池下ル笹屋町４４５番 府内 舗　　装

株式会社ノバック 立花　充 兵庫県姫路市北条一丁目９２番地 株式会社ノバック京都支店 青木　正春 京都市中京区東洞院御池下ル笹屋町４４５番 府内 水道施設

株式会社ノバック 立花　充 兵庫県姫路市北条一丁目９２番地 株式会社ノバック京都支店 青木　正春 京都市中京区東洞院御池下ル笹屋町４４５番 府内 解　　体

株式会社乃村工藝社 榎本　修次 東京都港区台場２丁目３番４号 府外 建築一式

株式会社乃村工藝社 榎本　修次 東京都港区台場２丁目３番４号 府外 鋼構造物

株式会社乃村工藝社 榎本　修次 東京都港区台場２丁目３番４号 府外 内装仕上

株式会社橋田舞台設備 橋田　伸俊 大阪府堺市美原区真福寺７７番地１ 府外 内装仕上

株式会社橋田舞台設備 橋田　伸俊 大阪府堺市美原区真福寺７７番地１ 府外 機械器具設置

長谷川体育施設株式会社 仁ノ平　俊和 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 長谷川体育施設株式会社京滋営業所 長　宏次 滋賀県大津市木下町１７番１２号 府外 土木一式

長谷川体育施設株式会社 仁ノ平　俊和 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 長谷川体育施設株式会社京滋営業所 長　宏次 滋賀県大津市木下町１７番１２号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

長谷川体育施設株式会社 仁ノ平　俊和 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 長谷川体育施設株式会社京滋営業所 長　宏次 滋賀県大津市木下町１７番１２号 府外 舗　　装

長谷川体育施設株式会社 仁ノ平　俊和 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 長谷川体育施設株式会社京滋営業所 長　宏次 滋賀県大津市木下町１７番１２号 府外 造　　園

八光海運株式会社 足立　敏己 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３番地の１ 府外 土木一式

八光海運株式会社 足立　敏己 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３番地の１ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

八光海運株式会社 足立　敏己 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３番地の１ 府外 管

八光海運株式会社 足立　敏己 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３番地の１ 府外 しゅんせつ

八光海運株式会社 足立　敏己 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３番地の１ 府外 塗　　装

八光興業株式会社 鈴木　竜二 大阪府南河内郡太子町大字山田１１１６番地の３６ 府外 土木一式

八光興業株式会社 鈴木　竜二 大阪府南河内郡太子町大字山田１１１６番地の３６ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ
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八光興業株式会社 鈴木　竜二 大阪府南河内郡太子町大字山田１１１６番地の３６ 府外 しゅんせつ

八光興業株式会社 鈴木　竜二 大阪府南河内郡太子町大字山田１１１６番地の３６ 府外 塗　　装

株式会社葉月 武藤　梢 京都市伏見区中島河原田町３０ 府内 しゅんせつ

花木工業株式会社 海内　栄一 東京都台東区台東４－２０－５ 花木工業株式会社大阪支店 舟越　眞 大阪市淀川区西中島５－１４－２２ 府外 機械器具設置

花豊造園株式会社 山田　拓広 京都市下京区大宮通五条下る二丁目堀之上町５１８番地 府内 造　　園

株式会社はまゆう 辻　一人 和歌山県和歌山市友田町４丁目１８番地４階 府外 土木一式

株式会社はまゆう 辻　一人 和歌山県和歌山市友田町４丁目１８番地４階 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社はまゆう 辻　一人 和歌山県和歌山市友田町４丁目１８番地４階 府外 舗　　装

株式会社林造園建設工業 林　吾一 京都市西京区大原野小塩町２０３ 府内 土木一式

株式会社林造園建設工業 林　吾一 京都市西京区大原野小塩町２０３ 府内 造　　園

株式会社原田鑿井設備工業所 原田　芳朗 奈良県大和郡山市筒井町９３３番地の１ 府外 土木一式

株式会社原田鑿井設備工業所 原田　芳朗 奈良県大和郡山市筒井町９３３番地の１ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社原田鑿井設備工業所 原田　芳朗 奈良県大和郡山市筒井町９３３番地の１ 府外 管

株式会社原田鑿井設備工業所 原田　芳朗 奈良県大和郡山市筒井町９３３番地の１ 府外 舗　　装

株式会社原田鑿井設備工業所 原田　芳朗 奈良県大和郡山市筒井町９３３番地の１ 府外 機械器具設置

株式会社原田鑿井設備工業所 原田　芳朗 奈良県大和郡山市筒井町９３３番地の１ 府外 さ　く　井

株式会社原田鑿井設備工業所 原田　芳朗 奈良県大和郡山市筒井町９３３番地の１ 府外 水道施設

阪神園芸株式会社 久保田　晃司 西宮市甲子園浦風町１６－２４ 府外 土木一式

阪神園芸株式会社 久保田　晃司 西宮市甲子園浦風町１６－２４ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

阪神園芸株式会社 久保田　晃司 西宮市甲子園浦風町１６－２４ 府外 舗　　装

阪神園芸株式会社 久保田　晃司 西宮市甲子園浦風町１６－２４ 府外 造　　園

播水工業株式会社 織田　貴洋 兵庫県加古川市神野町神野１５５番地の１ 府外 水道施設

パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社藤井　和夫 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社近畿支店 藤澤　武 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 府外 電　　気

パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社藤井　和夫 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社近畿支店 藤澤　武 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 府外 管

パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社藤井　和夫 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社近畿支店 藤澤　武 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 府外 塗　　装

パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社藤井　和夫 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社近畿支店 藤澤　武 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 府外 内装仕上

パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社藤井　和夫 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社近畿支店 藤澤　武 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 府外 電気通信

パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社藤井　和夫 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社近畿支店 藤澤　武 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 府外 消防施設

光工業株式会社 喜多川　光世 京都市伏見区竹田中島町５番地 府内 土木一式

光工業株式会社 喜多川　光世 京都市伏見区竹田中島町５番地 府内 建築一式

光工業株式会社 喜多川　光世 京都市伏見区竹田中島町５番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

光工業株式会社 喜多川　光世 京都市伏見区竹田中島町５番地 府内 舗　　装

東山管理センター株式会社 山本　孝司 京都市山科区西野山欠ノ上町６０番地の１ 府内 土木一式

東山管理センター株式会社 山本　孝司 京都市山科区西野山欠ノ上町６０番地の１ 府内 しゅんせつ

株式会社久本組 川口　直昭 大阪府大阪市住吉区我孫子５丁目５番２５号 府外 土木一式

株式会社久本組 川口　直昭 大阪府大阪市住吉区我孫子５丁目５番２５号 府外 建築一式

株式会社久本組 川口　直昭 大阪府大阪市住吉区我孫子５丁目５番２５号 府外 舗　　装

株式会社久本組 川口　直昭 大阪府大阪市住吉区我孫子５丁目５番２５号 府外 解　　体

株式会社日立インダストリアルプロダクツ小林　圭三 東京都千代田区外神田一丁目５番１号 株式会社日立インダストリアルプロダクツ関西支店 金井　龍也 大阪市北区中之島二丁目３番１８号 府外 電　　気

株式会社日立インダストリアルプロダクツ小林　圭三 東京都千代田区外神田一丁目５番１号 株式会社日立インダストリアルプロダクツ関西支店 金井　龍也 大阪市北区中之島二丁目３番１８号 府外 機械器具設置

株式会社日立インダストリアルプロダクツ小林　圭三 東京都千代田区外神田一丁目５番１号 株式会社日立インダストリアルプロダクツ関西支店 金井　龍也 大阪市北区中之島二丁目３番１８号 府外 水道施設

株式会社日立国際電気 佐久間　嘉一郎東京都港区新橋二丁目１５番地１２号 株式会社日立国際電気西日本支社 加藤　正美 大阪市中央区城見２丁目２番２２号 府外 電気通信

株式会社日立システムズ 柴原　節男 東京都品川区大崎１丁目２番１号 株式会社日立システムズ関西支社 山村　陽一 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目２番１号 府外 電　　気

株式会社日立システムズ 柴原　節男 東京都品川区大崎１丁目２番１号 株式会社日立システムズ関西支社 山村　陽一 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目２番１号 府外 電気通信

株式会社日立製作所 小島　啓二 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 株式会社日立製作所京都支店 河村　嘉則 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町２０番地 府内 電　　気

株式会社日立製作所 小島　啓二 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 株式会社日立製作所京都支店 河村　嘉則 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町２０番地 府内 電気通信

日立造船株式会社 三野　禎男 大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 府外 電　　気

日立造船株式会社 三野　禎男 大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 府外 管

日立造船株式会社 三野　禎男 大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 府外 鋼構造物

日立造船株式会社 三野　禎男 大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 府外 鋼橋上部

日立造船株式会社 三野　禎男 大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 府外 塗　　装

日立造船株式会社 三野　禎男 大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 府外 機械器具設置

日立造船株式会社 三野　禎男 大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 府外 水道施設

日立造船株式会社 三野　禎男 大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 府外 清掃施設

株式会社日立ビルシステム 光冨　眞哉 東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地 株式会社日立ビルシステム関西支社 長谷川　健一 大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 府外 電　　気

株式会社日立ビルシステム 光冨　眞哉 東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地 株式会社日立ビルシステム関西支社 長谷川　健一 大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 府外 管

株式会社日立ビルシステム 光冨　眞哉 東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地 株式会社日立ビルシステム関西支社 長谷川　健一 大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 府外 機械器具設置
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株式会社日立ビルシステム 光冨　眞哉 東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地 株式会社日立ビルシステム関西支社 長谷川　健一 大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 府外 消防施設

株式会社日立プラントサービス 岡野　邦彦 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 株式会社日立プラントサービス関西支店 越智　徹也 大阪府大阪市中央区本町一丁目８番１２号 府外 管

株式会社日立プラントサービス 岡野　邦彦 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 株式会社日立プラントサービス関西支店 越智　徹也 大阪府大阪市中央区本町一丁目８番１２号 府外 機械器具設置

株式会社日立プラントサービス 岡野　邦彦 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 株式会社日立プラントサービス関西支店 越智　徹也 大阪府大阪市中央区本町一丁目８番１２号 府外 水道施設

株式会社日立プラントメカニクス 中尾　剛 栃木県佐野市栄町１１番地 株式会社日立プラントメカニクス関西支店 中尾　俊明 大阪市中央区本町一丁目８番１２号 府外 機械器具設置

姫路ナブコ株式会社 井上　賢治 姫路市飾磨区三宅１－７４ 府外 機械器具設置

姫路ナブコ株式会社 井上　賢治 姫路市飾磨区三宅１－７４ 府外 建　　具　

株式会社ピーエス三菱 森　拓也 東京都中央区晴海２－５－２４ 株式会社ピーエス三菱大阪支店 藤原　博之 大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 府外 土木一式

株式会社ピーエス三菱 森　拓也 東京都中央区晴海２－５－２４ 株式会社ピーエス三菱大阪支店 藤原　博之 大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 府外 プレストレスト

株式会社ピーエス三菱 森　拓也 東京都中央区晴海２－５－２４ 株式会社ピーエス三菱大阪支店 藤原　博之 大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 府外 建築一式

株式会社ピーエス三菱 森　拓也 東京都中央区晴海２－５－２４ 株式会社ピーエス三菱大阪支店 藤原　博之 大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社ピーエス三菱 森　拓也 東京都中央区晴海２－５－２４ 株式会社ピーエス三菱大阪支店 藤原　博之 大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 府外 舗　　装

株式会社ピーエス三菱 森　拓也 東京都中央区晴海２－５－２４ 株式会社ピーエス三菱大阪支店 藤原　博之 大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 府外 水道施設

株式会社ピーエス三菱 森　拓也 東京都中央区晴海２－５－２４ 株式会社ピーエス三菱大阪支店 藤原　博之 大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 府外 解　　体

株式会社ファノバ 平松　圭一 大阪市北区梅田１丁目２番２－１２００号 府外 電　　気

株式会社ファノバ 平松　圭一 大阪市北区梅田１丁目２番２－１２００号 府外 機械器具設置

福井鐵工株式会社 佐野　洋介 福井県福井市若栄町７０２ 府外 管

福井鐵工株式会社 佐野　洋介 福井県福井市若栄町７０２ 府外 鋼構造物

福井鐵工株式会社 佐野　洋介 福井県福井市若栄町７０２ 府外 鋼橋上部

福井鐵工株式会社 佐野　洋介 福井県福井市若栄町７０２ 府外 機械器具設置

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 土木一式

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 建築一式

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 大　　工

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 法面処理

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 石

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 屋　　根

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 電　　気

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 管

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 鋼構造物

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 舗　　装

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 しゅんせつ

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 防　　水

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 内装仕上

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 造　　園

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 水道施設

株式会社福田組 荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 株式会社福田組大阪支店 清水　浩 大阪市北区豊崎５－４－９ 府外 解　　体

株式会社藤井組 藤井　和樹 京都府京都市伏見区土橋町３５０ 府内 建築一式

株式会社藤井組 藤井　和樹 京都府京都市伏見区土橋町３５０ 府内 解　　体

藤井電機株式会社 藤井　洋平 兵庫県朝来市山東町末歳７０５番地の１ 府外 電　　気

藤井電機株式会社 藤井　洋平 兵庫県朝来市山東町末歳７０５番地の１ 府外 管

藤井電機株式会社 藤井　洋平 兵庫県朝来市山東町末歳７０５番地の１ 府外 消防施設

株式会社フジカワ 藤川　佳也 三重県伊賀市緑ケ丘本町１６７４番地の１ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社フジカワ 藤川　佳也 三重県伊賀市緑ケ丘本町１６７４番地の１ 府外 造　　園

株式会社藤木工務店 藤木　玄三 大阪市中央区備後町１丁目７番１０号 株式会社藤木工務店京都支店 村本　吉隆 京都市下京区四条通新町東入月鉾町６２ 府内 建築一式

株式会社富士グリーンテック 阿部　敏明 山梨県甲府市富竹３－１－３ 株式会社富士グリーンテック西日本支店 田中　義一 大阪府大阪市西区阿波座一丁目１３番１３号 府外 土木一式

株式会社富士グリーンテック 阿部　敏明 山梨県甲府市富竹３－１－３ 株式会社富士グリーンテック西日本支店 田中　義一 大阪府大阪市西区阿波座一丁目１３番１３号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社富士グリーンテック 阿部　敏明 山梨県甲府市富竹３－１－３ 株式会社富士グリーンテック西日本支店 田中　義一 大阪府大阪市西区阿波座一丁目１３番１３号 府外 鋼構造物

株式会社富士グリーンテック 阿部　敏明 山梨県甲府市富竹３－１－３ 株式会社富士グリーンテック西日本支店 田中　義一 大阪府大阪市西区阿波座一丁目１３番１３号 府外 舗　　装

株式会社富士グリーンテック 阿部　敏明 山梨県甲府市富竹３－１－３ 株式会社富士グリーンテック西日本支店 田中　義一 大阪府大阪市西区阿波座一丁目１３番１３号 府外 造　　園

富士建設工業株式会社 鳴海　利彦 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 府外 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

富士建設工業株式会社 鳴海　利彦 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 府外 機械器具設置

富士産業株式会社 栗田　隆志 大阪市住之江区南港北２丁目１番１０号 富士産業株式会社京滋支店 上嶋　祐介 京都市伏見区竹田西桶ノ井町３９番地 府内 建築一式

株式会社フジタ 奥村　洋治 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 株式会社フジタ大阪支店 伏島　豊太 大阪府大阪市北区堂島２丁目１－１６ 府外 土木一式

株式会社フジタ 奥村　洋治 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 株式会社フジタ大阪支店 伏島　豊太 大阪府大阪市北区堂島２丁目１－１６ 府外 プレストレスト

株式会社フジタ 奥村　洋治 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 株式会社フジタ大阪支店 伏島　豊太 大阪府大阪市北区堂島２丁目１－１６ 府外 建築一式



令和４・5年度　市外建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 地域区分 業種名

株式会社フジタ 奥村　洋治 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 株式会社フジタ大阪支店 伏島　豊太 大阪府大阪市北区堂島２丁目１－１６ 府外 鋼構造物

株式会社フジタ 奥村　洋治 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 株式会社フジタ大阪支店 伏島　豊太 大阪府大阪市北区堂島２丁目１－１６ 府外 鋼橋上部

株式会社フジタ 奥村　洋治 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 株式会社フジタ大阪支店 伏島　豊太 大阪府大阪市北区堂島２丁目１－１６ 府外 水道施設

株式会社富士ダイナミクス 遠藤　直輝 東京都目黒区青葉台１丁目２８－９ 府外 電　　気

株式会社富士ダイナミクス 遠藤　直輝 東京都目黒区青葉台１丁目２８－９ 府外 機械器具設置

株式会社富士ダイナミクス 遠藤　直輝 東京都目黒区青葉台１丁目２８－９ 府外 電気通信

富士通Ｊａｐａｎ株式会社 砂田　敬之 東京都 富士通ｊａｐａｎ株式会社大阪第一統括ビジネス部 服部　拓 大阪市中央区城見２丁目２番６号 府外 内装仕上

富士通Ｊａｐａｎ株式会社 砂田　敬之 東京都 富士通ｊａｐａｎ株式会社大阪第一統括ビジネス部 服部　拓 大阪市中央区城見２丁目２番６号 府外 電気通信

株式会社富士通ゼネラル 斎藤　悦郎 神奈川県川崎市高津区末長３丁目３番１７号 株式会社富士通ゼネラル近畿情報通信ネットワーク営業部 西浦　靖暁 大阪府松原市西野々２丁目１番４５号 府外 電気通信

フジテック株式会社 内山　高一 東京都港区白金１－１７－３ フジテック株式会社京滋支店 山口　治徳 京都市下京区四条通高倉西入立売西町８２ 府内 機械器具設置

富士電気工業株式会社 小滝　寛 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－５ 府内 電　　気

不二熱学工業株式会社 近藤　康之 大阪市中央区南船場２－１－１ 府外 管

不二熱学サービス株式会社 岡田　真二 大阪市西区南船場２丁目１番３号 不二熱学サービス株式会社京都支店 飯田　勲 京都市右京区西院六反田町３１番地２ 府内 管

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社 日下　高 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社西日本支社 野﨑　潤 大阪市淀川区宮原４丁目６番１８号 府外 電　　気

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社 日下　高 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社西日本支社 野﨑　潤 大阪市淀川区宮原４丁目６番１８号 府外 管

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社 日下　高 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社西日本支社 野﨑　潤 大阪市淀川区宮原４丁目６番１８号 府外 電気通信

藤村電業株式会社 藤村　政文 京都府京丹後市丹後町岩木４７７－４ 府内 土木一式

藤村電業株式会社 藤村　政文 京都府京丹後市丹後町岩木４７７－４ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

藤村電業株式会社 藤村　政文 京都府京丹後市丹後町岩木４７７－４ 府内 電　　気

藤村電業株式会社 藤村　政文 京都府京丹後市丹後町岩木４７７－４ 府内 管

藤村電業株式会社 藤村　政文 京都府京丹後市丹後町岩木４７７－４ 府内 舗　　装

藤村電業株式会社 藤村　政文 京都府京丹後市丹後町岩木４７７－４ 府内 電気通信

藤村電業株式会社 藤村　政文 京都府京丹後市丹後町岩木４７７－４ 府内 消防施設

株式会社フジヤ 永田　智之 東京都江東区豊洲５丁目６番３６号 府外 内装仕上

藤吉工業株式会社 加藤　靖始 愛知県名古屋市中村区太閤４－２－８ 藤吉工業株式会社大阪支社 島田　吉幸 大阪府吹田市広芝町１５－１２ 府外 管

藤吉工業株式会社 加藤　靖始 愛知県名古屋市中村区太閤４－２－８ 藤吉工業株式会社大阪支社 島田　吉幸 大阪府吹田市広芝町１５－１２ 府外 機械器具設置

株式会社フソウ 角　尚宣 東京都中央区日本橋室町２丁目３番１号 株式会社フソウ大阪支社 岡田　浩史 大阪市西区靭本町１丁目４番１２号 府外 土木一式

株式会社フソウ 角　尚宣 東京都中央区日本橋室町２丁目３番１号 株式会社フソウ大阪支社 岡田　浩史 大阪市西区靭本町１丁目４番１２号 府外 プレストレスト

株式会社フソウ 角　尚宣 東京都中央区日本橋室町２丁目３番１号 株式会社フソウ大阪支社 岡田　浩史 大阪市西区靭本町１丁目４番１２号 府外 建築一式

株式会社フソウ 角　尚宣 東京都中央区日本橋室町２丁目３番１号 株式会社フソウ大阪支社 岡田　浩史 大阪市西区靭本町１丁目４番１２号 府外 電　　気

株式会社フソウ 角　尚宣 東京都中央区日本橋室町２丁目３番１号 株式会社フソウ大阪支社 岡田　浩史 大阪市西区靭本町１丁目４番１２号 府外 管

株式会社フソウ 角　尚宣 東京都中央区日本橋室町２丁目３番１号 株式会社フソウ大阪支社 岡田　浩史 大阪市西区靭本町１丁目４番１２号 府外 鋼構造物

株式会社フソウ 角　尚宣 東京都中央区日本橋室町２丁目３番１号 株式会社フソウ大阪支社 岡田　浩史 大阪市西区靭本町１丁目４番１２号 府外 鋼橋上部

株式会社フソウ 角　尚宣 東京都中央区日本橋室町２丁目３番１号 株式会社フソウ大阪支社 岡田　浩史 大阪市西区靭本町１丁目４番１２号 府外 機械器具設置

株式会社フソウ 角　尚宣 東京都中央区日本橋室町２丁目３番１号 株式会社フソウ大阪支社 岡田　浩史 大阪市西区靭本町１丁目４番１２号 府外 水道施設

扶桑管工業株式会社 川瀬　貴也 京都市右京区太秦和泉式部町１２番地 府内 管

扶桑電通株式会社 有冨　英治 東京都中央区築地五丁目４番１８号 扶桑電通株式会社関西支店 北　拓兒 大阪市中央区備後町２丁目６番８号 府外 電　　気

扶桑電通株式会社 有冨　英治 東京都中央区築地五丁目４番１８号 扶桑電通株式会社関西支店 北　拓兒 大阪市中央区備後町２丁目６番８号 府外 電気通信

株式会社不動テトラ 奥田　眞也 東京都中央区日本橋小網町７番２号 株式会社不動テトラ大阪支店 岡村　元嗣 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 土木一式

株式会社不動テトラ 奥田　眞也 東京都中央区日本橋小網町７番２号 株式会社不動テトラ大阪支店 岡村　元嗣 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 建築一式

株式会社不動テトラ 奥田　眞也 東京都中央区日本橋小網町７番２号 株式会社不動テトラ大阪支店 岡村　元嗣 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社不動テトラ 奥田　眞也 東京都中央区日本橋小網町７番２号 株式会社不動テトラ大阪支店 岡村　元嗣 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 舗　　装

株式会社不動テトラ 奥田　眞也 東京都中央区日本橋小網町７番２号 株式会社不動テトラ大阪支店 岡村　元嗣 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 しゅんせつ

株式会社不動テトラ 奥田　眞也 東京都中央区日本橋小網町７番２号 株式会社不動テトラ大阪支店 岡村　元嗣 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 水道施設

株式会社不動テトラ 奥田　眞也 東京都中央区日本橋小網町７番２号 株式会社不動テトラ大阪支店 岡村　元嗣 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 解　　体

扶餘建設工業株式会社 金山　政寿 京都市右京区西京極橋詰町１８番地 府内 土木一式

扶餘建設工業株式会社 金山　政寿 京都市右京区西京極橋詰町１８番地 府内 プレストレスト

扶餘建設工業株式会社 金山　政寿 京都市右京区西京極橋詰町１８番地 府内 建築一式

扶餘建設工業株式会社 金山　政寿 京都市右京区西京極橋詰町１８番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

扶餘建設工業株式会社 金山　政寿 京都市右京区西京極橋詰町１８番地 府内 法面処理

扶餘建設工業株式会社 金山　政寿 京都市右京区西京極橋詰町１８番地 府内 鋼構造物

扶餘建設工業株式会社 金山　政寿 京都市右京区西京極橋詰町１８番地 府内 鋼橋上部

扶餘建設工業株式会社 金山　政寿 京都市右京区西京極橋詰町１８番地 府内 鉄　　筋

扶餘建設工業株式会社 金山　政寿 京都市右京区西京極橋詰町１８番地 府内 舗　　装

扶餘建設工業株式会社 金山　政寿 京都市右京区西京極橋詰町１８番地 府内 解　　体

株式会社古瀬組 古瀬　雅章 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町２５２－３ 府内 土木一式

株式会社古瀬組 古瀬　雅章 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町２５２－３ 府内 建築一式
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株式会社古瀬組 古瀬　雅章 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町２５２－３ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社平和建設 國府　久益 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 府内 土木一式

株式会社平和建設 國府　久益 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 府内 建築一式

株式会社平和建設 國府　久益 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社平和建設 國府　久益 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 府内 法面処理

株式会社平和建設 國府　久益 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 府内 電　　気

株式会社平和建設 國府　久益 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 府内 管

株式会社平和建設 國府　久益 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 府内 舗　　装

株式会社平和建設 國府　久益 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 府内 塗　　装

株式会社平和建設 國府　久益 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 府内 造　　園

株式会社平和建設 國府　久益 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 府内 水道施設

株式会社平和建設 國府　久益 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺２３－１ 府内 解　　体

有限会社ＨＯＵＥＩ 冨永　勝博 京都市伏見区下鳥羽中円面田町２４ 府内 土木一式

有限会社ＨＯＵＥＩ 冨永　勝博 京都市伏見区下鳥羽中円面田町２４ 府内 舗　　装

豊国工業株式会社 金谷　俊宗 東広島市西条町御薗宇６４００－３ 豊国工業株式会社関西支店 下門　竜也 大阪市西区北堀江１－８－１２ 府外 鋼構造物

豊国工業株式会社 金谷　俊宗 東広島市西条町御薗宇６４００－３ 豊国工業株式会社関西支店 下門　竜也 大阪市西区北堀江１－８－１２ 府外 機械器具設置

株式会社ほくつう 早川　信之 石川県金沢市問屋町一丁目６５番地 株式会社ほくつう関西支店 和田　直己 滋賀県大津市瀬田６丁目３番１９号 府外 電　　気

株式会社ほくつう 早川　信之 石川県金沢市問屋町一丁目６５番地 株式会社ほくつう関西支店 和田　直己 滋賀県大津市瀬田６丁目３番１９号 府外 電気通信

株式会社ほくつう 早川　信之 石川県金沢市問屋町一丁目６５番地 株式会社ほくつう関西支店 和田　直己 滋賀県大津市瀬田６丁目３番１９号 府外 消防施設

北陵電工株式会社 山本　直樹 京都市北区小山北上総町２９ 府内 電　　気

北菱電興株式会社 小倉　一郎 石川県金沢市古府３丁目１２番地 府外 電　　気

北菱電興株式会社 小倉　一郎 石川県金沢市古府３丁目１２番地 府外 管

北菱電興株式会社 小倉　一郎 石川県金沢市古府３丁目１２番地 府外 鋼構造物

北菱電興株式会社 小倉　一郎 石川県金沢市古府３丁目１２番地 府外 機械器具設置

北菱電興株式会社 小倉　一郎 石川県金沢市古府３丁目１２番地 府外 電気通信

株式会社本間組 本間　達郎 新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００番地３ 株式会社本間組関西支店 吉村　太志 大阪府大阪市西区立売堀１丁目３番１３号 府外 土木一式

株式会社本間組 本間　達郎 新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００番地３ 株式会社本間組関西支店 吉村　太志 大阪府大阪市西区立売堀１丁目３番１３号 府外 建築一式

株式会社本間組 本間　達郎 新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００番地３ 株式会社本間組関西支店 吉村　太志 大阪府大阪市西区立売堀１丁目３番１３号 府外 解　　体

株式会社マイベイ 山下　正一郎 京都府舞鶴市字森２２０－４０ 府内 土木一式

株式会社マイベイ 山下　正一郎 京都府舞鶴市字森２２０－４０ 府内 管

株式会社マイベイ 山下　正一郎 京都府舞鶴市字森２２０－４０ 府内 水道施設

株式会社前澤エンジニアリングサービス 絹笠　淳 埼玉県川口市仲町５番１１号 株式会社前澤エンジニアリングサービス大阪営業所 山城　龍紀 大阪市淀川区宮原３丁目５番２４号 府外 鋼構造物

株式会社前澤エンジニアリングサービス 絹笠　淳 埼玉県川口市仲町５番１１号 株式会社前澤エンジニアリングサービス大阪営業所 山城　龍紀 大阪市淀川区宮原３丁目５番２４号 府外 機械器具設置

株式会社前澤エンジニアリングサービス 絹笠　淳 埼玉県川口市仲町５番１１号 株式会社前澤エンジニアリングサービス大阪営業所 山城　龍紀 大阪市淀川区宮原３丁目５番２４号 府外 水道施設

前澤工業株式会社 宮川　多正 埼玉県川口市仲町５番１１号 前澤工業株式会社大阪支店 渡邉　芳久 大阪市淀川区宮原３－５－２４ 府外 土木一式

前澤工業株式会社 宮川　多正 埼玉県川口市仲町５番１１号 前澤工業株式会社大阪支店 渡邉　芳久 大阪市淀川区宮原３－５－２４ 府外 機械器具設置

前澤工業株式会社 宮川　多正 埼玉県川口市仲町５番１１号 前澤工業株式会社大阪支店 渡邉　芳久 大阪市淀川区宮原３－５－２４ 府外 水道施設

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 土木一式

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 建築一式

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 屋　　根

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 電　　気

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 管

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 舗　　装

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 塗　　装

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 防　　水

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 内装仕上

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 機械器具設置

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 電気通信

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 水道施設

前田建設株式会社 前田　忠 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 府外 解　　体

前田建設工業株式会社 前田　操治 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田建設工業株式会社京滋営業所 加藤　浩昭 京都市下京区四条通新町東入月鉾町４７番地３ 府内 土木一式

前田建設工業株式会社 前田　操治 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田建設工業株式会社京滋営業所 加藤　浩昭 京都市下京区四条通新町東入月鉾町４７番地３ 府内 プレストレスト

前田建設工業株式会社 前田　操治 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田建設工業株式会社京滋営業所 加藤　浩昭 京都市下京区四条通新町東入月鉾町４７番地３ 府内 建築一式

前田建設工業株式会社 前田　操治 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田建設工業株式会社京滋営業所 加藤　浩昭 京都市下京区四条通新町東入月鉾町４７番地３ 府内 解　　体

株式会社前田産業 木村　洋一郎 熊本県熊本市南区野田３丁目１３番１号 株式会社前田産業大阪支店 川畑　一彦 大阪市淀川区宮原４丁目１－４５ 府外 土木一式

株式会社前田産業 木村　洋一郎 熊本県熊本市南区野田３丁目１３番１号 株式会社前田産業大阪支店 川畑　一彦 大阪市淀川区宮原４丁目１－４５ 府外 建築一式
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株式会社前田産業 木村　洋一郎 熊本県熊本市南区野田３丁目１３番１号 株式会社前田産業大阪支店 川畑　一彦 大阪市淀川区宮原４丁目１－４５ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社前田産業 木村　洋一郎 熊本県熊本市南区野田３丁目１３番１号 株式会社前田産業大阪支店 川畑　一彦 大阪市淀川区宮原４丁目１－４５ 府外 解　　体

真柄建設株式会社 真柄　卓司 石川県金沢市彦三町１－１３－４３ 真柄建設株式会社大阪事業部 竹上　眞一 大阪市淀川区宮原四丁目４番６３号 府外 土木一式

真柄建設株式会社 真柄　卓司 石川県金沢市彦三町１－１３－４３ 真柄建設株式会社大阪事業部 竹上　眞一 大阪市淀川区宮原四丁目４番６３号 府外 建築一式

真柄建設株式会社 真柄　卓司 石川県金沢市彦三町１－１３－４３ 真柄建設株式会社大阪事業部 竹上　眞一 大阪市淀川区宮原四丁目４番６３号 府外 解　　体

株式会社益田組 益田　功治 京都市中京区西ノ京北壺井町１４７ 府内 土木一式

株式会社益田組 益田　功治 京都市中京区西ノ京北壺井町１４７ 府内 プレストレスト

株式会社益田組 益田　功治 京都市中京区西ノ京北壺井町１４７ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社益田組 益田　功治 京都市中京区西ノ京北壺井町１４７ 府内 法面処理

株式会社益田組 益田　功治 京都市中京区西ノ京北壺井町１４７ 府内 鋼構造物

株式会社益田組 益田　功治 京都市中京区西ノ京北壺井町１４７ 府内 鋼橋上部

株式会社益田組 益田　功治 京都市中京区西ノ京北壺井町１４７ 府内 舗　　装

株式会社益田組 益田　功治 京都市中京区西ノ京北壺井町１４７ 府内 しゅんせつ

株式会社益田組 益田　功治 京都市中京区西ノ京北壺井町１４７ 府内 水道施設

株式会社益田組 益田　功治 京都市中京区西ノ京北壺井町１４７ 府内 解　　体

松井建設株式会社 松井　隆弘 東京都中央区新川１－１７－２２ 松井建設株式会社京都営業所 吉川　好喜 京都市下京区烏丸通五条下る大坂町３９１ 府内 建築一式

松尾建設株式会社 松尾　哲吾 佐賀市多布施一丁目４番２７号 松尾建設株式会社大阪支店 井田　了 大阪市淀川区西中島５丁目９番１号４Ｆ 府外 土木一式

松尾建設株式会社 松尾　哲吾 佐賀市多布施一丁目４番２７号 松尾建設株式会社大阪支店 井田　了 大阪市淀川区西中島５丁目９番１号４Ｆ 府外 プレストレスト

松尾建設株式会社 松尾　哲吾 佐賀市多布施一丁目４番２７号 松尾建設株式会社大阪支店 井田　了 大阪市淀川区西中島５丁目９番１号４Ｆ 府外 建築一式

松尾建設株式会社 松尾　哲吾 佐賀市多布施一丁目４番２７号 松尾建設株式会社大阪支店 井田　了 大阪市淀川区西中島５丁目９番１号４Ｆ 府外 解　　体

株式会社松村電機製作所 松村　秀一 東京都文京区根津２丁目１２番１号 株式会社松村電機製作所関西支店 冨山　博司 大阪市北区天満２丁目１２番１６号 府外 電　　気

的場商事株式会社 的場　広宣 大阪府吹田市川岸町２１番４５号 府外 土木一式

的場商事株式会社 的場　広宣 大阪府吹田市川岸町２１番４５号 府外 管

株式会社丸島アクアシステム 島岡　秀和 大阪市中央区谷町五丁目３番１７号 府外 土木一式

株式会社丸島アクアシステム 島岡　秀和 大阪市中央区谷町五丁目３番１７号 府外 管

株式会社丸島アクアシステム 島岡　秀和 大阪市中央区谷町五丁目３番１７号 府外 鋼構造物

株式会社丸島アクアシステム 島岡　秀和 大阪市中央区谷町五丁目３番１７号 府外 鋼橋上部

株式会社丸島アクアシステム 島岡　秀和 大阪市中央区谷町五丁目３番１７号 府外 機械器具設置

株式会社丸島アクアシステム 島岡　秀和 大阪市中央区谷町五丁目３番１７号 府外 造　　園

株式会社丸島アクアシステム 島岡　秀和 大阪市中央区谷町五丁目３番１７号 府外 水道施設

丸茂電機株式会社 丸茂　英津子 東京都千代田区神田須田町一丁目２４番地 丸茂電機株式会社大阪営業所 松葉　博文 大阪市北区西天満四丁目１１番２３号 府外 電　　気

美樹工業株式会社 岡田　尚一郎 兵庫県姫路市北条９５１番地１ 美樹工業株式会社大阪支店 三星　裕司 大阪市中央区道修町三丁目６番１号 府外 土木一式

美樹工業株式会社 岡田　尚一郎 兵庫県姫路市北条９５１番地１ 美樹工業株式会社大阪支店 三星　裕司 大阪市中央区道修町三丁目６番１号 府外 建築一式

ミザック株式会社 柾木　隆弘 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号 府外 土木一式

ミザック株式会社 柾木　隆弘 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号 府外 管

ミザック株式会社 柾木　隆弘 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号 府外 しゅんせつ

ミザック株式会社 柾木　隆弘 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号 府外 塗　　装

ミザック株式会社 柾木　隆弘 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号 府外 機械器具設置

株式会社ミシマ 三嶋　章智 綾部市並松町上番取２３番地 府内 土木一式

株式会社ミシマ 三嶋　章智 綾部市並松町上番取２３番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社ミシマ 三嶋　章智 綾部市並松町上番取２３番地 府内 電　　気

株式会社ミシマ 三嶋　章智 綾部市並松町上番取２３番地 府内 管

株式会社ミシマ 三嶋　章智 綾部市並松町上番取２３番地 府内 水道施設

株式会社ミシマ 三嶋　章智 綾部市並松町上番取２３番地 府内 解　　体

株式会社水処理管理センター 川﨑　肇 大阪市北区南森町１丁目４番１０号 府外 管

株式会社水処理管理センター 川﨑　肇 大阪市北区南森町１丁目４番１０号 府外 機械器具設置

株式会社水処理管理センター 川﨑　肇 大阪市北区南森町１丁目４番１０号 府外 水道施設

美津濃株式会社 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 府外 土木一式

美津濃株式会社 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

美津濃株式会社 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 府外 舗　　装

美津濃株式会社 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 府外 内装仕上

美津濃株式会社 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 府外 造　　園

水野建設株式会社 水野　祥司 京都府京都市下京区西七条市部町７７ 府内 建築一式

水穂工業株式会社 松井　哲 奈良県橿原市曽我町７２９－４ 府外 電　　気

株式会社ミゾタ 井田　建 佐賀県佐賀市伊勢町１５－１ 株式会社ミゾタ大阪支店 藤田　浩幸 大阪市淀川区西中島５－２－１２－６０１号 府外 鋼構造物

株式会社ミゾタ 井田　建 佐賀県佐賀市伊勢町１５－１ 株式会社ミゾタ大阪支店 藤田　浩幸 大阪市淀川区西中島５－２－１２－６０１号 府外 機械器具設置

株式会社ミゾタ 井田　建 佐賀県佐賀市伊勢町１５－１ 株式会社ミゾタ大阪支店 藤田　浩幸 大阪市淀川区西中島５－２－１２－６０１号 府外 水道施設



令和４・5年度　市外建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 地域区分 業種名

三井住友建設株式会社 近藤　重敏 東京都中央区佃２丁目１番６号 三井住友建設株式会社京都営業所 有田　克治 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１８番地 府内 土木一式

三井住友建設株式会社 近藤　重敏 東京都中央区佃２丁目１番６号 三井住友建設株式会社京都営業所 有田　克治 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１８番地 府内 プレストレスト

三井住友建設株式会社 近藤　重敏 東京都中央区佃２丁目１番６号 三井住友建設株式会社京都営業所 有田　克治 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１８番地 府内 建築一式

三井住友建設株式会社 近藤　重敏 東京都中央区佃２丁目１番６号 三井住友建設株式会社京都営業所 有田　克治 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１８番地 府内 水道施設

三井住友建設株式会社 近藤　重敏 東京都中央区佃２丁目１番６号 三井住友建設株式会社京都営業所 有田　克治 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１８番地 府内 解　　体

三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社德田　紳二 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社西部営業部 龍　秀毅 大阪市西区靭本町１丁目５番１５号 府外 鋼構造物

三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社德田　紳二 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社西部営業部 龍　秀毅 大阪市西区靭本町１丁目５番１５号 府外 鋼橋上部

三菱化工機株式会社 田中　利一 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 三菱化工機株式会社大阪支社 岸田　弘幸 大阪市中央区今橋二丁目５番８号 府外 機械器具設置

三菱化工機株式会社 田中　利一 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 三菱化工機株式会社大阪支社 岸田　弘幸 大阪市中央区今橋二丁目５番８号 府外 水道施設

三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社菱沼　隆之 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番２号 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社関西支店 小島　克友 大阪市西区土佐堀１丁目３番２０号 府外 機械器具設置

三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社菱沼　隆之 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番２号 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社関西支店 小島　克友 大阪市西区土佐堀１丁目３番２０号 府外 清掃施設

三菱電機株式会社 漆間　啓 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 三菱電機株式会社京滋支店 公文　龍男 京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町６０８－９ 府内 電　　気

三菱電機株式会社 漆間　啓 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 三菱電機株式会社京滋支店 公文　龍男 京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町６０８－９ 府内 電気通信

三菱電機システムサービス株式会社 山本　雅之 東京都世田谷区太子堂４－１－１ 三菱電機システムサービス株式会社関西支社 岡田　英治 大阪市北区大淀中１－４－１３ 府外 電　　気

三菱電機システムサービス株式会社 山本　雅之 東京都世田谷区太子堂４－１－１ 三菱電機システムサービス株式会社関西支社 岡田　英治 大阪市北区大淀中１－４－１３ 府外 管

三菱電機システムサービス株式会社 山本　雅之 東京都世田谷区太子堂４－１－１ 三菱電機システムサービス株式会社関西支社 岡田　英治 大阪市北区大淀中１－４－１３ 府外 電気通信

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 林　美克 東京都荒川区荒川７－１９－１ 三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支社 岩村　竜也 大阪市北区天満橋１－８－３０ 府外 建築一式

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 林　美克 東京都荒川区荒川７－１９－１ 三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支社 岩村　竜也 大阪市北区天満橋１－８－３０ 府外 電　　気

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 林　美克 東京都荒川区荒川７－１９－１ 三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支社 岩村　竜也 大阪市北区天満橋１－８－３０ 府外 管

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 林　美克 東京都荒川区荒川７－１９－１ 三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支社 岩村　竜也 大阪市北区天満橋１－８－３０ 府外 内装仕上

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 林　美克 東京都荒川区荒川７－１９－１ 三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支社 岩村　竜也 大阪市北区天満橋１－８－３０ 府外 機械器具設置

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 林　美克 東京都荒川区荒川７－１９－１ 三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支社 岩村　竜也 大阪市北区天満橋１－８－３０ 府外 電気通信

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社畑辺　健 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社西日本本部 永山　宜公 大阪市北区堂島二丁目２番２号 府外 電　　気

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社畑辺　健 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社西日本本部 永山　宜公 大阪市北区堂島二丁目２番２号 府外 機械器具設置

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社畑辺　健 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社西日本本部 永山　宜公 大阪市北区堂島二丁目２番２号 府外 電気通信

三菱プレシジョン株式会社 藤本　聖二 東京都江東区有明三丁目５番７号 三菱プレシジョン株式会社関西支社 安達　洋二 大阪市中央区瓦町三丁目１番１５号 府外 機械器具設置

三菱プレシジョン株式会社 藤本　聖二 東京都江東区有明三丁目５番７号 三菱プレシジョン株式会社関西支社 安達　洋二 大阪市中央区瓦町三丁目１番１５号 府外 電気通信

光星電工株式会社 園　周二 京都市中京区西ノ京三条坊町２２番地 府内 電　　気

光星電工株式会社 園　周二 京都市中京区西ノ京三条坊町２２番地 府内 電気通信

宮地エンジニアリング株式会社 永山　弘久 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 宮地エンジニアリング株式会社関西支社 塚本　啓一 大阪市西区靭本町一丁目８番２号 府外 土木一式

宮地エンジニアリング株式会社 永山　弘久 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 宮地エンジニアリング株式会社関西支社 塚本　啓一 大阪市西区靭本町一丁目８番２号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

宮地エンジニアリング株式会社 永山　弘久 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 宮地エンジニアリング株式会社関西支社 塚本　啓一 大阪市西区靭本町一丁目８番２号 府外 鋼構造物

宮地エンジニアリング株式会社 永山　弘久 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 宮地エンジニアリング株式会社関西支社 塚本　啓一 大阪市西区靭本町一丁目８番２号 府外 鋼橋上部

株式会社宮本工業所 宮本　芳樹 富山市奥田新町１２番３号 府外 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

株式会社宮本工業所 宮本　芳樹 富山市奥田新町１２番３号 府外 機械器具設置

みらい建設工業株式会社 小西　武 東京都港区芝四丁目６番１２号 みらい建設工業株式会社大阪支店 相良　宏介 大阪市北区大淀南一丁目４番１５号 府外 土木一式

株式会社ミライト 中山　俊樹 東京都江東区豊洲５丁目６番３６号 株式会社ミライト京都支店 岡崎　紀彦 京都市伏見区横大路天王前５２番地１ 府内 電　　気

株式会社ミライト 中山　俊樹 東京都江東区豊洲５丁目６番３６号 株式会社ミライト京都支店 岡崎　紀彦 京都市伏見区横大路天王前５２番地１ 府内 電気通信

株式会社ミライト・テクノロジーズ 遠竹　泰 大阪市西区江戸堀三丁目３番１５号 株式会社ミライト・テクノロジーズ京都支店 安達　俊雄 京都市南区上鳥羽菅田町５番地 府内 電気通信

株式会社ミラノ工務店 小﨑　学 京都市中京区夷川通河原町東入鉾田町３１０ 府内 建築一式

株式会社村井建設 村井　孝次 京都市伏見区醍醐合場町１０番地１ 府内 土木一式

株式会社村井建設 村井　孝次 京都市伏見区醍醐合場町１０番地１ 府内 建築一式

株式会社村井建設 村井　孝次 京都市伏見区醍醐合場町１０番地１ 府内 解　　体

村井電気株式会社 村井　十三雄 宇治市五ケ庄戸ノ内２１－８ 府内 土木一式

村井電気株式会社 村井　十三雄 宇治市五ケ庄戸ノ内２１－８ 府内 電　　気

村井電気株式会社 村井　十三雄 宇治市五ケ庄戸ノ内２１－８ 府内 電気通信

村本建設株式会社 村本　吉弘 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１－１ 村本建設株式会社京都営業所 永市　大吾 京都市中京区御池西洞院東入橋之町７４１－３ 府内 土木一式

村本建設株式会社 村本　吉弘 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１－１ 村本建設株式会社京都営業所 永市　大吾 京都市中京区御池西洞院東入橋之町７４１－３ 府内 建築一式

株式会社ムラヤマ 矢倉　俊彦 東京都江東区豊洲３－２－２４ 株式会社ムラヤマ関西支社 柳川　満久 大阪府大阪市港区弁天一丁目２番１号 府外 建築一式

株式会社ムラヤマ 矢倉　俊彦 東京都江東区豊洲３－２－２４ 株式会社ムラヤマ関西支社 柳川　満久 大阪府大阪市港区弁天一丁目２番１号 府外 大　　工

株式会社ムラヤマ 矢倉　俊彦 東京都江東区豊洲３－２－２４ 株式会社ムラヤマ関西支社 柳川　満久 大阪府大阪市港区弁天一丁目２番１号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社ムラヤマ 矢倉　俊彦 東京都江東区豊洲３－２－２４ 株式会社ムラヤマ関西支社 柳川　満久 大阪府大阪市港区弁天一丁目２番１号 府外 鋼構造物

株式会社ムラヤマ 矢倉　俊彦 東京都江東区豊洲３－２－２４ 株式会社ムラヤマ関西支社 柳川　満久 大阪府大阪市港区弁天一丁目２番１号 府外 内装仕上

明清建設工業株式会社 本間　太郎 京都市南区上鳥羽尻切町４ 府内 土木一式

明清建設工業株式会社 本間　太郎 京都市南区上鳥羽尻切町４ 府内 舗　　装

明星電気株式会社 夏村　匡 群馬県伊勢崎市長沼町２２２３ 明星電気株式会社関西支店 平野　一也 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号 府外 電気通信

株式会社明電エンジニアリング 栗原　克己 東京都品川区大崎三丁目７－９ 株式会社明電エンジニアリング関西支社 渡部　範彦 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目１番１号 府外 電　　気



令和４・5年度　市外建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 地域区分 業種名

明和管工業株式会社 髙橋　一郎 京都市南区吉祥院池ノ内町１番地 府内 管

明和工業株式会社 関根　聡史 新潟市西浦区打越１３５番地１ 明和工業株式会社関西営業所 山本　利樹 大阪府茨木市東奈良二丁目１６番１０号 府外 土木一式

明和工業株式会社 関根　聡史 新潟市西浦区打越１３５番地１ 明和工業株式会社関西営業所 山本　利樹 大阪府茨木市東奈良二丁目１６番１０号 府外 鋼構造物

明和工業株式会社 関根　聡史 新潟市西浦区打越１３５番地１ 明和工業株式会社関西営業所 山本　利樹 大阪府茨木市東奈良二丁目１６番１０号 府外 鋼橋上部

明和工業株式会社 関根　聡史 新潟市西浦区打越１３５番地１ 明和工業株式会社関西営業所 山本　利樹 大阪府茨木市東奈良二丁目１６番１０号 府外 水道施設

メタウォーター株式会社 山口　賢二 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 メタウォーター株式会社関西営業部 田沼　剛 大阪市北区小松原町２番４号 府外 電　　気

メタウォーター株式会社 山口　賢二 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 メタウォーター株式会社関西営業部 田沼　剛 大阪市北区小松原町２番４号 府外 機械器具設置

メタウォーター株式会社 山口　賢二 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 メタウォーター株式会社関西営業部 田沼　剛 大阪市北区小松原町２番４号 府外 電気通信

メタウォーター株式会社 山口　賢二 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 メタウォーター株式会社関西営業部 田沼　剛 大阪市北区小松原町２番４号 府外 水道施設

メタウォーター株式会社 山口　賢二 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 メタウォーター株式会社関西営業部 田沼　剛 大阪市北区小松原町２番４号 府外 清掃施設

メタウォーターサービス株式会社 中村　英二 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 メタウォーターサービス株式会社事業推進本部西日本営業部 鬼頭　伸郎 大阪市北区小松原町２番４号 府外 機械器具設置

メタウォーターサービス株式会社 中村　英二 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 メタウォーターサービス株式会社事業推進本部西日本営業部 鬼頭　伸郎 大阪市北区小松原町２番４号 府外 水道施設

株式会社森川鑿泉工業所 森川　俊英 大阪府摂津市千里丘１丁目６番１７号 府外 管

株式会社森川鑿泉工業所 森川　俊英 大阪府摂津市千里丘１丁目６番１７号 府外 さ　く　井

株式会社森田鉄工所 森田　昌明 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００－３３ 株式会社森田鉄工所大阪営業支店 奥村　一志 大阪市中央区本町四丁目６番１０号 府外 鋼構造物

株式会社森田鉄工所 森田　昌明 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００－３３ 株式会社森田鉄工所大阪営業支店 奥村　一志 大阪市中央区本町四丁目６番１０号 府外 機械器具設置

株式会社森田鉄工所 森田　昌明 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００－３３ 株式会社森田鉄工所大阪営業支店 奥村　一志 大阪市中央区本町四丁目６番１０号 府外 水道施設

株式会社森長工務店 森長　敬 大阪市旭区中宮１－１－１１ 府外 建築一式

株式会社森長工務店 森長　敬 大阪市旭区中宮１－１－１１ 府外 解　　体

森松工業株式会社 松久　晃基 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 府外 鋼構造物

森松工業株式会社 松久　晃基 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 府外 機械器具設置

森松工業株式会社 松久　晃基 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 府外 水道施設

株式会社森本組 小林　宗二 大阪市中央区南本町二丁目6番12号 株式会社森本組大阪支店 青木　宏文 大阪府大阪市北区天満一丁目２５番１７号 府外 土木一式

株式会社森本組 小林　宗二 大阪市中央区南本町二丁目6番12号 株式会社森本組大阪支店 青木　宏文 大阪府大阪市北区天満一丁目２５番１７号 府外 建築一式

株式会社森本組 小林　宗二 大阪市中央区南本町二丁目6番12号 株式会社森本組大阪支店 青木　宏文 大阪府大阪市北区天満一丁目２５番１７号 府外 水道施設

株式会社森本組 小林　宗二 大阪市中央区南本町二丁目6番12号 株式会社森本組大阪支店 青木　宏文 大阪府大阪市北区天満一丁目２５番１７号 府外 解　　体

矢木コーポレーション株式会社 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 府外 土木一式

矢木コーポレーション株式会社 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

矢木コーポレーション株式会社 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 府外 法面処理

矢木コーポレーション株式会社 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 府外 電　　気

矢木コーポレーション株式会社 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 府外 鋼構造物

矢木コーポレーション株式会社 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 府外 舗　　装

矢木コーポレーション株式会社 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 府外 塗　　装

矢木コーポレーション株式会社 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 府外 電気通信

矢木コーポレーション株式会社 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 府外 造　　園

柳生設備株式会社 福地　文雄 大阪市北区南森町２丁目４番３２号 柳生設備株式会社京都支店 清水　明 京都市左京区聖護院山王町１６ 府内 管

弥栄建設株式会社 矢野　秀一 京都府宮津市須津４１３番地の５５ 府内 土木一式

弥栄建設株式会社 矢野　秀一 京都府宮津市須津４１３番地の５５ 府内 建築一式

弥栄建設株式会社 矢野　秀一 京都府宮津市須津４１３番地の５５ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

弥栄建設株式会社 矢野　秀一 京都府宮津市須津４１３番地の５５ 府内 法面処理

弥栄建設株式会社 矢野　秀一 京都府宮津市須津４１３番地の５５ 府内 管

弥栄建設株式会社 矢野　秀一 京都府宮津市須津４１３番地の５５ 府内 舗　　装

弥栄建設株式会社 矢野　秀一 京都府宮津市須津４１３番地の５５ 府内 造　　園

弥栄建設株式会社 矢野　秀一 京都府宮津市須津４１３番地の５５ 府内 水道施設

弥栄建設株式会社 矢野　秀一 京都府宮津市須津４１３番地の５５ 府内 解　　体

弥栄電設工業株式会社 嵯峨根　仁史 京都府舞鶴市字引土２７５番地の１ 府内 電　　気

弥栄電設工業株式会社 嵯峨根　仁史 京都府舞鶴市字引土２７５番地の１ 府内 管

弥栄電設工業株式会社 嵯峨根　仁史 京都府舞鶴市字引土２７５番地の１ 府内 電気通信

株式会社安井杢工務店 安井　洋 向日市上植野町馬立２番地４ 府内 土木一式

株式会社安井杢工務店 安井　洋 向日市上植野町馬立２番地４ 府内 建築一式

株式会社安井杢工務店 安井　洋 向日市上植野町馬立２番地４ 府内 大　　工

安田建設株式会社 安田　昌司 京都府与謝郡与謝野町字男山８００－１ 府内 土木一式

安田建設株式会社 安田　昌司 京都府与謝郡与謝野町字男山８００－１ 府内 建築一式

安田建設株式会社 安田　昌司 京都府与謝郡与謝野町字男山８００－１ 府内 舗　　装

安田建設株式会社 安田　昌司 京都府与謝郡与謝野町字男山８００－１ 府内 しゅんせつ

安田建設株式会社 安田　昌司 京都府与謝郡与謝野町字男山８００－１ 府内 塗　　装

安田建設株式会社 安田　昌司 京都府与謝郡与謝野町字男山８００－１ 府内 造　　園
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安田建設株式会社 安田　昌司 京都府与謝郡与謝野町字男山８００－１ 府内 水道施設

安田建設株式会社 安田　昌司 京都府与謝郡与謝野町字男山８００－１ 府内 解　　体

矢田工業株式会社 成田　正樹 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 矢田工業株式会社大阪支店 尾﨑　邦彦 大阪府大阪市北区天満１－２１－１６ 府外 土木一式

矢田工業株式会社 成田　正樹 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 矢田工業株式会社大阪支店 尾﨑　邦彦 大阪府大阪市北区天満１－２１－１６ 府外 鋼構造物

矢田工業株式会社 成田　正樹 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 矢田工業株式会社大阪支店 尾﨑　邦彦 大阪府大阪市北区天満１－２１－１６ 府外 鋼橋上部

矢田工業株式会社 成田　正樹 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 矢田工業株式会社大阪支店 尾﨑　邦彦 大阪府大阪市北区天満１－２１－１６ 府外 塗　　装

矢田工業株式会社 成田　正樹 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 矢田工業株式会社大阪支店 尾﨑　邦彦 大阪府大阪市北区天満１－２１－１６ 府外 水道施設

矢田造園建設株式会社 松本　明 京都市南区吉祥院里ノ内町８４ 府内 土木一式

矢田造園建設株式会社 松本　明 京都市南区吉祥院里ノ内町８４ 府内 造　　園

八千代電設工業株式会社 冨永　昌雄 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１番３８号 府外 電　　気

八千代電設工業株式会社 冨永　昌雄 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１番３８号 府外 電気通信

矢野建設株式会社 矢野　勇治 大阪市中央区南船場１－１６－１３ 府外 土木一式

矢野建設株式会社 矢野　勇治 大阪市中央区南船場１－１６－１３ 府外 建築一式

矢野建設株式会社 矢野　勇治 大阪市中央区南船場１－１６－１３ 府外 舗　　装

矢野建設株式会社 矢野　勇治 大阪市中央区南船場１－１６－１３ 府外 解　　体

山崎工業株式会社 山崎　高雄 京都府京丹後市網野町生野内７６８番地 府内 土木一式

山崎工業株式会社 山崎　高雄 京都府京丹後市網野町生野内７６８番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

山崎工業株式会社 山崎　高雄 京都府京丹後市網野町生野内７６８番地 府内 管

山崎工業株式会社 山崎　高雄 京都府京丹後市網野町生野内７６８番地 府内 舗　　装

山崎工業株式会社 山崎　高雄 京都府京丹後市網野町生野内７６８番地 府内 しゅんせつ

山崎工業株式会社 山崎　高雄 京都府京丹後市網野町生野内７６８番地 府内 水道施設

山崎工業株式会社 山崎　高雄 京都府京丹後市網野町生野内７６８番地 府内 解　　体

山下建設株式会社 山下　徹 京都府長岡京市開田２－１２－１２ 府内 建築一式

株式会社山添電気 山添　宏明 京都府与謝郡与謝野町字弓木１３８番地１ 府内 土木一式

株式会社山添電気 山添　宏明 京都府与謝郡与謝野町字弓木１３８番地１ 府内 建築一式

株式会社山添電気 山添　宏明 京都府与謝郡与謝野町字弓木１３８番地１ 府内 電　　気

株式会社山添電気 山添　宏明 京都府与謝郡与謝野町字弓木１３８番地１ 府内 管

株式会社山添電気 山添　宏明 京都府与謝郡与謝野町字弓木１３８番地１ 府内 機械器具設置

株式会社山添電気 山添　宏明 京都府与謝郡与謝野町字弓木１３８番地１ 府内 水道施設

株式会社山添電気 山添　宏明 京都府与謝郡与謝野町字弓木１３８番地１ 府内 消防施設

株式会社山添電気 山添　宏明 京都府与謝郡与謝野町字弓木１３８番地１ 府内 解　　体

山田工業株式会社 浅尾　洋光 大阪市中央区日本橋一丁目１７番１７号 府外 機械器具設置

大和製衡株式会社 川西　勝三 兵庫県明石市茶園場町５－２２ 府外 機械器具設置

ヤマハサウンドシステム株式会社 武田　信次郎 東京都中央区日本橋箱崎町４１番１２号 ヤマハサウンドシステム株式会社大阪営業所 岸本　一史 大阪市淀川区西中島４丁目７番１８号 府外 電気通信

ヤンマーエネルギーシステム株式会社 山本　哲也 大阪府大阪市北区鶴野町１－９ ヤンマーエネルギーシステム株式会社大阪支社 新見　雅徳 兵庫県尼崎市潮江一丁目３番３０号 府外 電　　気

ヤンマーエネルギーシステム株式会社 山本　哲也 大阪府大阪市北区鶴野町１－９ ヤンマーエネルギーシステム株式会社大阪支社 新見　雅徳 兵庫県尼崎市潮江一丁目３番３０号 府外 管

ヤンマーエネルギーシステム株式会社 山本　哲也 大阪府大阪市北区鶴野町１－９ ヤンマーエネルギーシステム株式会社大阪支社 新見　雅徳 兵庫県尼崎市潮江一丁目３番３０号 府外 機械器具設置

株式会社ＵＤＩ 中野　榮子 大阪府枚方市牧野本町一丁目３８番１３号 府外 土木一式

株式会社ＵＤＩ 中野　榮子 大阪府枚方市牧野本町一丁目３８番１３号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社ＵＤＩ 中野　榮子 大阪府枚方市牧野本町一丁目３８番１３号 府外 管

株式会社ＵＤＩ 中野　榮子 大阪府枚方市牧野本町一丁目３８番１３号 府外 しゅんせつ

株式会社ＵＤＩ 中野　榮子 大阪府枚方市牧野本町一丁目３８番１３号 府外 解　　体

株式会社横河ブリッジ 髙田　和彦 千葉県船橋市山野町２７番地 株式会社横河ブリッジ大阪支店 高藤　伸治 大阪市中央区瓦町四丁目３番７号 府外 土木一式

株式会社横河ブリッジ 髙田　和彦 千葉県船橋市山野町２７番地 株式会社横河ブリッジ大阪支店 高藤　伸治 大阪市中央区瓦町四丁目３番７号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社横河ブリッジ 髙田　和彦 千葉県船橋市山野町２７番地 株式会社横河ブリッジ大阪支店 高藤　伸治 大阪市中央区瓦町四丁目３番７号 府外 鋼構造物

株式会社横河ブリッジ 髙田　和彦 千葉県船橋市山野町２７番地 株式会社横河ブリッジ大阪支店 高藤　伸治 大阪市中央区瓦町四丁目３番７号 府外 鋼橋上部

株式会社横河ブリッジ 髙田　和彦 千葉県船橋市山野町２７番地 株式会社横河ブリッジ大阪支店 高藤　伸治 大阪市中央区瓦町四丁目３番７号 府外 塗　　装

横手産業株式会社 横手　政英 大阪市淀川区西中島四丁目２番２１号 府外 電　　気

横手産業株式会社 横手　政英 大阪市淀川区西中島四丁目２番２１号 府外 機械器具設置

横手産業株式会社 横手　政英 大阪市淀川区西中島四丁目２番２１号 府外 水道施設

株式会社吉川組 中澤　哲夫 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１６ 府内 土木一式

株式会社吉川組 中澤　哲夫 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１６ 府内 建築一式

株式会社吉川組 中澤　哲夫 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１６ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社吉川組 中澤　哲夫 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１６ 府内 法面処理

株式会社吉川組 中澤　哲夫 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１６ 府内 舗　　装

株式会社吉川組 中澤　哲夫 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１６ 府内 水道施設

株式会社吉川組 中澤　哲夫 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１６ 府内 解　　体



令和４・5年度　市外建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 地域区分 業種名

株式会社吉住工務店 吉住　正基 兵庫県丹波市春日町野村２４６５ 府外 土木一式

株式会社吉住工務店 吉住　正基 兵庫県丹波市春日町野村２４６５ 府外 建築一式

株式会社吉住工務店 吉住　正基 兵庫県丹波市春日町野村２４６５ 府外 解　　体

吉田機電株式会社 吉田　真也 奈良市法華寺町２１３番１ 吉田機電株式会社大阪支店 吉田　武人 大阪市東成区東小橋１丁目１５番１９号 府外 電　　気

吉田機電株式会社 吉田　真也 奈良市法華寺町２１３番１ 吉田機電株式会社大阪支店 吉田　武人 大阪市東成区東小橋１丁目１５番１９号 府外 管

吉田機電株式会社 吉田　真也 奈良市法華寺町２１３番１ 吉田機電株式会社大阪支店 吉田　武人 大阪市東成区東小橋１丁目１５番１９号 府外 機械器具設置

吉田機電株式会社 吉田　真也 奈良市法華寺町２１３番１ 吉田機電株式会社大阪支店 吉田　武人 大阪市東成区東小橋１丁目１５番１９号 府外 電気通信

吉田建設株式会社 吉田　博美 綾部市並松町上番取３７番地の４ 府内 土木一式

吉田建設株式会社 吉田　博美 綾部市並松町上番取３７番地の４ 府内 建築一式

吉田体機工業株式会社 吉田　正樹 大阪市阿倍野区松虫通３丁目８番４号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

吉田体機工業株式会社 吉田　正樹 大阪市阿倍野区松虫通３丁目８番４号 府外 内装仕上

吉田体機工業株式会社 吉田　正樹 大阪市阿倍野区松虫通３丁目８番４号 府外 造　　園

吉村建設工業株式会社 吉村　良一 京都市中京区西ノ京小倉町１３５ 府内 土木一式

吉村建設工業株式会社 吉村　良一 京都市中京区西ノ京小倉町１３５ 府内 建築一式

吉村建設工業株式会社 吉村　良一 京都市中京区西ノ京小倉町１３５ 府内 解　　体

株式会社四電工 関谷　幸男 香川県高松市花ノ宮町２－３－９ 株式会社四電工大阪本部 小原　秀敏 大阪市中央区博労町３－３－７ 府外 電　　気

株式会社四電工 関谷　幸男 香川県高松市花ノ宮町２－３－９ 株式会社四電工大阪本部 小原　秀敏 大阪市中央区博労町３－３－７ 府外 管

株式会社四電工 関谷　幸男 香川県高松市花ノ宮町２－３－９ 株式会社四電工大阪本部 小原　秀敏 大阪市中央区博労町３－３－７ 府外 消防施設

ライナーワークス株式会社 鴨田　喜義 京都市伏見区表町５８５番地 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

ライナーワークス株式会社 鴨田　喜義 京都市伏見区表町５８５番地 府内 塗　　装

株式会社洛南エンジニアリング 堀　誠典 宇治市莵道田中３４番地の５ 府内 電　　気

株式会社洛南エンジニアリング 堀　誠典 宇治市莵道田中３４番地の５ 府内 電気通信

株式会社洛南エンジニアリング 堀　誠典 宇治市莵道田中３４番地の５ 府内 水道施設

洛南電気工業株式会社 芝山　尚規 京都市南区四ツ塚町７０番地 府内 電　　気

洛南電気工業株式会社 芝山　尚規 京都市南区四ツ塚町７０番地 府内 電気通信

洛南電気工業株式会社 芝山　尚規 京都市南区四ツ塚町７０番地 府内 消防施設

株式会社理研グリーン 篠原　卓朗 静岡県静岡市駿河区中村町２－３ 株式会社理研グリーン大阪支店 森下　定巳 大阪府吹田市古江台４丁目２番Ｄ３－３０５号 府外 土木一式

株式会社理研グリーン 篠原　卓朗 静岡県静岡市駿河区中村町２－３ 株式会社理研グリーン大阪支店 森下　定巳 大阪府吹田市古江台４丁目２番Ｄ３－３０５号 府外 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社理研グリーン 篠原　卓朗 静岡県静岡市駿河区中村町２－３ 株式会社理研グリーン大阪支店 森下　定巳 大阪府吹田市古江台４丁目２番Ｄ３－３０５号 府外 法面処理

株式会社理研グリーン 篠原　卓朗 静岡県静岡市駿河区中村町２－３ 株式会社理研グリーン大阪支店 森下　定巳 大阪府吹田市古江台４丁目２番Ｄ３－３０５号 府外 舗　　装

株式会社理研グリーン 篠原　卓朗 静岡県静岡市駿河区中村町２－３ 株式会社理研グリーン大阪支店 森下　定巳 大阪府吹田市古江台４丁目２番Ｄ３－３０５号 府外 造　　園

理水化学株式会社 森川　浩 大阪市北区南森町１丁目４番１０号 理水化学株式会社大阪支店 木澤　太郎 大阪市北区南森町１丁目４番１０号 府外 機械器具設置

理水化学株式会社 森川　浩 大阪市北区南森町１丁目４番１０号 理水化学株式会社大阪支店 木澤　太郎 大阪市北区南森町１丁目４番１０号 府外 水道施設

菱電エレベータ施設株式会社 杉田　和彦 東京都新宿区市谷砂土原町２－４ 菱電エレベータ施設株式会社大阪支店 藤川　正昭 大阪府大阪市北区堂島２－２－２ 府外 機械器具設置

りんかい日産建設株式会社 前田　裕治 東京都港区芝二丁目３番８号 りんかい日産建設株式会社京都営業所 藤丸　忠夫 京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町２２９番地２ 府内 土木一式

りんかい日産建設株式会社 前田　裕治 東京都港区芝二丁目３番８号 りんかい日産建設株式会社京都営業所 藤丸　忠夫 京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町２２９番地２ 府内 建築一式

りんかい日産建設株式会社 前田　裕治 東京都港区芝二丁目３番８号 りんかい日産建設株式会社京都営業所 藤丸　忠夫 京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町２２９番地２ 府内 水道施設

りんかい日産建設株式会社 前田　裕治 東京都港区芝二丁目３番８号 りんかい日産建設株式会社京都営業所 藤丸　忠夫 京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町２２９番地２ 府内 解　　体

ローレル株式会社 牧野　穰造 和歌山市谷１１５番地 ローレル株式会社大阪本社 牧野　哲也 大阪市住吉区長居２丁目５番１１号 府外 管

ローレル株式会社 牧野　穰造 和歌山市谷１１５番地 ローレル株式会社大阪本社 牧野　哲也 大阪市住吉区長居２丁目５番１１号 府外 機械器具設置

若築建設株式会社 烏田　克彦 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 若築建設株式会社大阪支店 宮坂　豊光 大阪市中央区久太郎町２丁目２番８号 府外 土木一式

若築建設株式会社 烏田　克彦 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 若築建設株式会社大阪支店 宮坂　豊光 大阪市中央区久太郎町２丁目２番８号 府外 プレストレスト

若築建設株式会社 烏田　克彦 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 若築建設株式会社大阪支店 宮坂　豊光 大阪市中央区久太郎町２丁目２番８号 府外 建築一式

若林設備工業株式会社 若林　豊 大阪府大阪市中央区南本町二丁目４番１５号 若林設備工業株式会社京都支店 樫木　隆宏 京都市東山区古門前通大和大路東入元町３６８番地 府内 管

株式会社和田組 後藤　治幸 宮津市字外垣２４ 府内 土木一式

株式会社和田組 後藤　治幸 宮津市字外垣２４ 府内 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

株式会社和田組 後藤　治幸 宮津市字外垣２４ 府内 舗　　装

株式会社和田組 後藤　治幸 宮津市字外垣２４ 府内 水道施設

株式会社和田組 後藤　治幸 宮津市字外垣２４ 府内 解　　体


