
№ 商号又は名称 住所

1 河野造園土木（株） 山梨県甲府市下飯田２－５－２７

2 （株）三枝組 山梨県甲府市中小河原町３７５－３

3 サンコーライン（株） 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居３５７

4 大栄設備（株） 山梨県甲府市下飯田２－１１－１７

5 日昇電気工業（株） 山梨県甲府市緑が丘１－１－１１

6 （株）メイキョー 山梨県甲府市徳行２－２－３８

7 （株）望月電気 山梨県甲府市高畑１－２－３３

8 （株）山梨ボーリング 山梨県甲府市西高橋町２３３

9 （株）フロンティアサイトー 山梨県甲斐市竜王１５６０

10 共信冷熱（株） 山梨県甲府市大里町１０９４

11 （株）中村工務店 山梨県笛吹市境川町藤垈８８０－１

12 （株）小林設備工業 山梨県南アルプス市吉田４３７－９

13 （株）スカイ工業 山梨県甲斐市中下条５３８－３

14 石井建設（株） 山梨県上野原市棡原６３

15 野沢ビニール興業（株） 山梨県山梨市上神内川５６

16 （株）井上塗装 山梨県富士吉田市上吉田５３９７

17 富士急建設（株） 山梨県富士吉田市新西原５－２ー１

18 （株）カナマル 山梨県北杜市小淵沢町５９９９

19 （有）タケヤ 山梨県富士吉田市下吉田東２－１８－２６

20 （株）アスロック 山梨県甲府市大里町１８９５－７

21 雨宮工業（株） 山梨県甲府市荒川２－１３－１

22 （株）カワチヤ装飾 山梨県甲府市相生２－４－２４

23 甲南緑化（株） 山梨県甲府市高室町７２１

24 （株）富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹３－１－３

25 中沢工業（株） 山梨県甲府市幸町９－２４

26 中楯電気（株） 山梨県甲府市大里町６０－２

27 日東建設（株） 山梨県甲府市朝日２－１３－４

28 （株）星野 山梨県甲府市荒川２－６－４０

29 （株）山梨地質 山梨県甲府市貢川本町４－３１

30 （株）山通 山梨県甲府市飯田５－５－２７

31 甲信日成（株） 山梨県甲斐市玉川２２６
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32 （株）伸電工業 山梨県甲斐市富竹新田１６１９－１

33 （株）スギタ建工 山梨県甲府市小曲町１２８３

34 （株）デジタルアライアンス 山梨県甲府市北口２ー１２ー１

35 湯澤工業（株） 山梨県南アルプス市六科１１８６

36 （株）飯塚工業 山梨県笛吹市御坂町井之上１５１１

37 （株）有電 山梨県笛吹市石和町河内３６８－１

38 （株）オリオン 山梨県笛吹市八代町北３３７０－１

39 （株）秋山電気 山梨県上野原市上野原５５５

40 （株）小林工務店 山梨県都留市田野倉８３８

41 （株）関山建設 山梨県都留市夏狩１７１９

42 （株）岡本興業 山梨県山梨市上神内川２４１－１

43 （株）高野建設 山梨県甲州市勝沼町勝沼２８９３

44 （株）雲松園 山梨県北杜市小淵沢町３６３０

45 （有）山梨電気商会 山梨県甲府市酒折１－８－２０

46 （有）山縣塗装店 山梨県甲府市和戸町１４７－３

47 （有）佐藤設備 山梨県甲斐市西八幡１５２２－１６

48 （有）サンリツ造園土木 山梨県甲府市善光寺町３１３５

49 （有）江藤工業所 山梨県南アルプス市野牛島２４５０－４

50 （有）峡西シーエーテーブイ 山梨県南アルプス市小笠原１１０６－２

51 （有）戸田工務店 山梨県上野原市桑久保１９２２－１

52 （有）あずさ緑建 山梨県山梨市上栗原７３３－２

53 （有）峡南環境サービス 山梨県南アルプス市戸田９１６－１８

54 計画建設（株） 山梨県甲府市国母２－４－１９

55 国際建設（株） 山梨県甲府市塩部４－１５ー５

56 齋藤建設（株） 山梨県甲府市青沼２－１１－２２

57 （株）サンテレコム 山梨県甲府市中央２－１３－２

58 （株）双成化建 山梨県甲府市国母３－１２－３４

59 （株）大成電気 山梨県甲府市美咲１－９－７

60 タツミエンジニアリング（株） 山梨県甲府市相生１－５－１２

61 （株）山梨施設管理 山梨県甲府市山宮町３２７１－３

62 （株）河西金属商事 山梨県中巨摩郡昭和町西条４８５
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63 （株）西井電設 山梨県甲斐市島上条１８９２

64 風間興業（株） 山梨県笛吹市八代町北１０４７－１

65 （株）サクセン山梨 山梨県甲府市住吉３－６－２０

66 石井工業（株） 山梨県大月市笹子町白野７５７ー１

67 タナカ興建（株） 山梨県都留市鹿留５００－１

68 テクノハウス（株） 山梨県都留市戸沢１７０

69 雨宮電気（株） 山梨県山梨市北３３９－１

70 三和防災（株） 山梨県甲府市善光寺３－８－２９

71 （株）道路環境 山梨県山梨市上之割４５８－２

72 岩波建設（株） 山梨県甲州市塩山上粟生野１０７６

73 松橋建設（株） 山梨県甲州市塩山上於曽１７７８

74 桑原電業（株） 山梨県富士吉田市上吉田東８－８－２１

75 富士観光開発（株） 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山８５４５－６

76 富士環境管理（株） 山梨県富士吉田市松山１４４５－１

77 （株）輿水建設 山梨県北杜市須玉町大蔵７１３－１

78 拓甲建設（株） 山梨県甲府市大里町２１４０－４

79 （株）快進工業 山梨県西八代郡市川三郷町下大鳥居２４２－１２

80 （有）原田機械設備 山梨県甲府市湯村１－１０－１３

81 （有）吉井造園 山梨県甲斐市西八幡４０４４－６

82 （有）東陽プロテック 山梨県笛吹市石和町中川６５０－３

83 （有）鶴田看板塗装店 山梨県山梨市上神内川１８２－３

84 （有）信栄 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條１０６０－１

85 有泉工業（株） 山梨県甲府市里吉１－４－１

86 井口工業（株） 山梨県甲府市国母５－１８－２２

87 （株）インテリアさの 山梨県甲府市伊勢３－７－８

88 五光電工（株） 山梨県甲府市宝１－３６－１

89 （株）サンニチ印刷 山梨県甲府市北口２－６－１０

90 昭和建設工業（株） 山梨県甲府市寿町２９－１

91 セコム山梨（株） 山梨県甲府市徳行３－１２－２５

92 セントラル防災（株） 山梨県甲府市徳行４－１２－２

93 中央電気（株） 山梨県甲府市下飯田２－７－１３
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94 （株）エヌディエス 山梨県甲府市大和町１－４８－１

95 メディアシステム（株） 山梨県甲府市国母８－２１－１５

96 山梨グローブシップ（株） 山梨県甲府市伊勢３－５－２４

97 （株）国母設備 山梨県甲府市国母５－７－２０

98 （株）柏木電工 山梨県都留市つる１－１４－１４

99 山英建設（株） 山梨県都留市法能宮原中野２５０４

100 （株）コバヤシ工業 山梨県南都留郡富士河口湖町小立１７７７－１

101 サンコー電気（株） 山梨県富士吉田市松山１－６－２３

102 芙蓉建設（株） 山梨県富士吉田市下吉田５－１５－２９

103 旭陽電気（株） 山梨県韮崎市神山町鍋山３００

104 （株）フカサワ 山梨県北杜市須玉町藤田３６３－１

105 （株）八木沢興業 山梨県南巨摩郡身延町上八木沢９８

106 （株）ベストップ 山梨県甲斐市西八幡４４２２－１

107 （有）ケンソウ 山梨県甲府市国母５－１０－２８

108 （有）宝防災設備 山梨県甲府市千塚２－４－２７

109 穴水（株） 山梨県甲府市城東１－７－２

110 長田組土木（株） 山梨県甲府市飯田４－１０－２７

111 協和産業（株） 山梨県甲府市丸の内２－７－１６

112 西山塗装（株） 山梨県甲府市下飯田４－３－３８

113 東日本通商（株） 山梨県甲府市富竹４－４－１３

114 （株）松永電工 山梨県甲府市貢川１－１０－１２

115 明和工業（株） 山梨県甲府市徳行４－９－１５

116 （株）山市成工 山梨県甲府市美咲１－１４－８

117 （株）若尾電気 山梨県甲府市下飯田２－９－１２

118 （株）アセラ技建 山梨県甲府市蓬沢町１１７１

119 三和住設（株） 山梨県南アルプス市小笠原４３５－２

120 （株）芦沢組土木 山梨県笛吹市石和町井戸１１１－１

121 東工業（株） 山梨県大月市賑岡町強瀬５７８－１

122 塩山鋪装（株） 山梨県甲州市塩山上於曽１７７８

123 （株）熱研メンテナンス 山梨県南都留郡富士河口湖町小立５４５１－３

124 （株）滝田電気商会 山梨県韮崎市穂坂町宮久保５１４０－１



№ 商号又は名称 住所

令和３年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格者名簿（建設工事）

125 （有）荻野造園 山梨県甲府市伊勢４－１－１２

126 （有）西川電気工事 山梨県南アルプス市小笠原２４７６

127 （有）中村住電設備 山梨県笛吹市境川町藤垈６１２

128 （有）エヌエーエム 山梨県都留市古川渡６７３－１

129 （株）日向 山梨県都留市朝日馬場２２４

130 （有）井上興業 山梨県南巨摩郡富士川町舂米２９０

131 （株）石原グリーン建設 山梨県甲府市高室町269

132 甲府住宅設備（株） 山梨県甲府市徳行２－１０－４０

133 地建工業（株） 山梨県甲府市大里町２１４１－１

134 （株）高野塗装店 山梨県甲府市塩部３－１－２４

135 武山工業（株） 山梨県甲府市幸町２６－１２

136 （株）ふじでん 山梨県甲府市朝気３ー２１ー２９

137 富士冷暖（株） 山梨県甲府市上石田３－１７－１３

138 （株）森山組 山梨県甲府市中町２４０－１

139 （株）新光土木 山梨県甲斐市竜王２４７６－１

140 （株）中村建設 山梨県甲斐市万才３００

141 （株）日新厨房企画 山梨県中央市山之神流通団地北１

142 山梨パナソニックシステム（株） 山梨県中巨摩郡昭和町西条２３３１

143 （株）土屋工業 山梨県甲府市池田１－４－２０

144 （株）ナカゴミ建設 山梨県南アルプス市西南湖２６４

145 （株）タナック 山梨県甲斐市島上条１４３８－１２

146 （株）山晃電機工業 山梨県南アルプス市吉田１１２４－１

147 ダイカン（株） 山梨県甲府市下飯田４－１０－２２

148 （株）成心設備 山梨県甲府市上町１０６５－１

149 堀内電気（株） 山梨県都留市上谷２－３－９

150 （株）東栄 山梨県甲州市塩山熊野４６－１

151 （株）サンエイ 山梨県富士吉田市松山１６０６－２

152 （株）タケカワ 山梨県富士吉田市下吉田４－１４－１１

153 （株）関東技研 山梨県韮崎市穴山町三ツ石８７８６

154 （株）甲州土木 山梨県南巨摩郡富士川町鳥屋６６

155 （株）ダスラップサービス 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町３１９４
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156 （有）ほさか塗装店 山梨県南アルプス市小笠原１７１４－１

157 （有）タナカ設備 山梨県笛吹市御坂町尾山３２３－１

158 （有）丸松 山梨県中央市藤巻７３７－１

159 （有）三和電機商会 山梨県甲州市塩山上於曽１０７８

160 平賀建設（有） 山梨県韮崎市藤井町坂井６１３

161 岩間井戸工業（株） 山梨県甲府市国母１－４－３

162 甲府冷暖工業（株） 山梨県甲府市貢川１－５－５５

163 （株）芝保 山梨県甲府市貢川本町１８－２０

164 （株）津々美造園 山梨県甲府市愛宕町１４６

165 日経工業（株） 山梨県甲府市青葉町１５－４

166 （株）ハギ・ボー 山梨県甲府市上今井町７４０－４

167 三井建設工業（株） 山梨県甲府市飯田４－１－３３

168 （株）ナカダ 山梨県甲斐市大下条２７０－２

169 （株）トーレイ 山梨県甲府市中町５－１

170 （株）新日本エンジニアリング 山梨県南アルプス市下宮地３０３－１

171 （株）ニッコー保安施設 山梨県南アルプス市鏡中條３４４３

172 武藤工業（株） 山梨県笛吹市一宮町坪井１８５６－２

173 （株）丸昇建設 山梨県都留市鹿留６２１

174 （株）一水工業 山梨県富士吉田市下吉田７－２５－２２

175 （株）川口工務店 山梨県南都留郡忍野村内野４６２７

176 （株）小野田設備 山梨県南都留郡西桂町小沼２１７５－５

177 深澤工業（株） 山梨県韮崎市若宮２－１４－５

178 （株）丸美建設工業 山梨県西八代郡市川三郷町高田２９７４

179 山梨ガーデン（株） 山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺１５１４

180 （有）佐野防水 山梨県甲斐市篠原１４４４－２

181 （有）松村塗装店 山梨県甲斐市篠原２４９７

182 （有）田中電気 山梨県笛吹市一宮町下矢作１１１－１

183 （有）中島 山梨県上野原市鶴島２７２３

184 （有）朝日電設工事 山梨県都留市朝日馬場１９８

185 （有）タナカ塗装店 山梨県富士吉田市新町４ー１５－２３

186 （有）坂本造園 山梨県韮崎市若宮２－９－３９



№ 商号又は名称 住所

令和３年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格者名簿（建設工事）

187 大面建設（株） 山梨県甲府市塩部３－２－８

188 小田切塗装（株） 山梨県甲府市丸の内１－１１－８

189 環境機工（株） 山梨県甲府市丸の内２－２６－１０

190 共同電設（株） 山梨県甲府市中央２－１０－８

191 甲府ビルサービス（株） 山梨県甲府市池田１－５－９

192 （株）興龍社 山梨県甲府市富竹１－１０－３１

193 鶴田電気（株） 山梨県甲府市中央４－５－２３

194 （株）道路企画 山梨県甲府市下飯田３－６－２

195 日本電子サービス（株） 山梨県甲府市東光寺３－１２－３４

196 山本基礎工業（株） 山梨県甲府市城東１－３－８

197 （株）ニシノ建設管理 山梨県甲斐市竜王１４８８－２

198 四谷建設（株） 山梨県甲斐市竜王１２７８－１

199 （株）渡辺工業所 山梨県甲府市国母５－９－２４

200 交通工業（株） 山梨県中央市若宮４４－１

201 （株）アクアテック 山梨県中巨摩郡昭和町河西１６３９ー１０

202 （株）石和植木 山梨県笛吹市石和町川中島３７８

203 鈴健興業（株） 山梨県笛吹市御坂町下黒駒１６０２－８

204 日星（株） 山梨県甲府市酒折１－１－１１

205 （株）新光設備工業 山梨県甲府市上阿原町６６９ー１

206 植野興業（株） 山梨県甲州市塩山上於曽１８９６

207 小佐野工業（株） 山梨県富士吉田市下吉田７－３４－４５

208 （株）山七 山梨県富士吉田市下吉田７－３３－１５

209 （株）内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３１３９

210 （株）八木沢興業 山梨県笛吹市石和町東高橋１３４－３

211 （有）中沢実業 山梨県甲府市小瀬町５６５－１

212 （有）井上工務店 山梨県富士吉田市竜ヶ丘２－１－３

213 宏和建設（株） 山梨県甲府市横根町４７２－１

214 （株）センティス廿一 山梨県甲府市後屋町３６３

215 大新工業（株） 山梨県甲府市太田町７－１

216 中央道路（株） 山梨県甲府市上阿原町９６６

217 （株）ジオ技研 山梨県甲府市国母１－１３－３３
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218 日東金属（株） 山梨県甲府市国玉町９１０－１

219 （株）早野組 山梨県甲府市東光寺１－４－１０

220 （株）ロード 山梨県甲府市下小河原町２６２

221 （株）ゼロ 山梨県甲府市住吉４－６－２４

222 青木電工（株） 山梨県南アルプス市六科１１８６－６

223 矢崎興業（株） 山梨県笛吹市八代町北１９９１

224 （株）小山電気 山梨県笛吹市御坂町成田１７５２－１

225 （株）滝沢電気 山梨県笛吹市八代町南７５５－１

226 山本塗装（株） 山梨県笛吹市八代町岡８４２－３

227 （株）山吹 山梨県笛吹市八代町永井１４８３－１

228 （株）栄真工業 山梨県都留市与縄９３

229 （株）夢空間研究所 山梨県山梨市下栗原１４５６

230 昭和建設（株） 山梨県甲州市塩山熊野８０－１

231 井出電気（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３８１２

232 川上建設（株） 山梨県富士吉田市中曽根１－４－２３

233 芙蓉実業（株） 山梨県富士吉田市上吉田東３－１１－１４

234 テクト（株） 山梨県富士吉田市上吉田２－１－１１

235 渡秀工業（株） 山梨県富士吉田市下吉田６－２５－２２

236 冨士五湖エンジニアリング（株） 山梨県富士吉田市中曽根４－１０－２６

237 （株）ＫＯ－ＮＯ 山梨県甲府市東下条町２０４－１

238 （株）中野工業 山梨県都留市桂町１０９１－５

239 （株）大沼塗装店 山梨県甲斐市篠原２０２－１５

240 （有）青柳組 山梨県甲府市塩部３－９－３３

241 （有）戸島造園 山梨県甲斐市西八幡４１５８－６

242 （有）小林電気商会 山梨県南アルプス市江原１５９０

243 （有）オサダ防水 山梨県甲府市上向山町２０４

244 京浜築炉工業（株） 神奈川県川崎市川崎区南町２０－３

245 富士通（株）山梨支店 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０

246 トーヨークリエイト（株）山梨北支店 山梨県北杜市長坂町大八田８５４－１

247 （株）元創 東京都新宿区西新宿６－２６－１１　成子坂ハイツ１００２号室

248 日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台３－４－４６
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249 オルガノ（株）環境事業部 東京都江東区新砂１－２－８

250 （株）松村電機製作所東京支店 東京都台東区池之端２－７－１７　井門池之端ビル

251 （株）協和エクシオ甲信支店 山梨県甲府市落合町６０２－２

252 リコージャパン（株）販売事業本部山梨支社ＢＰ公共営業部 山梨県中央市山之神流通団地東１

253 シンフォニアエンジニアリング（株）東京本社 東京都新宿区西新宿２－７－１小田急第一生命ビル

254 日本フィールド・エンジニアリング（株）山梨支社 山梨県甲斐市竜王新町３２１

255 新菱冷熱工業（株）甲府営業所 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０

256 オリエント工業（有） 静岡県沼津市西間門１７２－１

257 （株）ミヤケ電池サービス 神奈川県小田原市鴨宮２００

258 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービスサービス事業部　サービス本部 東京都小平市御幸町３２

259 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）首都圏部門 東京都中央区銀座８－２１－１

260 三峰無線（株）西関東支店 神奈川県藤沢市湘南台１－２４－５

261 日本電気（株）甲府支店 山梨県甲府市相生２－３－１６（三井住友海上甲府ビル）

262 （株）メエップ 長野県松本市大字島立１８３６－１０

263 パナソニックＬＳエンジニアリング（株）東京本部 東京都江東区青海１－１－２０

264 （株）日比谷アメニス 東京都港区三田４－７－２７

265 沖電気工業（株）首都圏営業本部 東京都港区芝浦４－１０－１６

266 電気興業（株）中央統括部 東京都千代田区丸の内３－３－１

267 共和メンテナンス（株） 東京都品川区西五反田７－２５－１９

268 ＮＥＣフィールディング（株）西関東支社甲府支店 山梨県甲府市相生２－３－１６

269 富士通ネットワークソリューションズ（株）公共営業部 神奈川県横浜市西区高島１－１－２

270 （株）ウィルトス 長野県松本市本庄１－１－１３

271 シチズンＴＩＣ（株）東京支店 東京都小金井市前原町５－６－１２

272 （株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央２－４８－５

273 日成ビルド工業（株）甲府営業所 山梨県甲府市徳行４－１４－２２　徳行Ｍビル２－Ａ

274 クボタ機工（株）東京支店 東京都中央区日本橋本石町３－３－１０

275 文化シヤッター（株）甲府営業所 山梨県甲府市富士見１－４－３４

276 昱（株）東京支店 東京都中央区東日本橋３－４－１４　オザワビル４階

277 東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市東芝町１

278 城山産業（株） 東京都渋谷区西原２－１－４白倉ビル

279 日本オーチス・エレベータ（株）東日本支社 東京都文京区大塚２－９－３
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280 荏原実業（株）山梨営業所 山梨県甲府市宝２－２１－６　アローズビル

281 ホシザキ東京（株）山梨支店 山梨県甲府市下石田２－１２－２２　ホシザキ東京甲府ビル

282 極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５

283 田中電気（株） 東京都千代田区外神田１－１５－１３

284 東日本電信電話（株）東京事業部　山梨支店 山梨県甲府市青沼１－１２－１３

285 メタウォーターサービス（株）事業推進本部 東京都千代田区神田須田町１－２５

286 中央エレベーター工業（株） 東京都台東区上野３－４－９

287 ナブコシステム（株）甲府支店 山梨県甲府市国母８－１５－５

288 管清工業（株）神奈川営業所 神奈川県横浜市旭区川井本町６６

289 サンコー防災（株） 静岡県富士市永田北町９－１５

290 大和リース（株）山梨営業所 山梨県甲府市国母８－２１－１

291 ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２

292 燦クリーン（株） 埼玉県所沢市小手指町１－４２－２４

293 ＮＥＣネッツエスアイ（株）甲府営業所 山梨県甲府市相生２－３－１６　三井住友海上甲府ビル

294 太平ビルサービス（株）甲府支店 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０　東武穴水ビル７Ｆ

295 （株）ＮＮＣエンジニアリング南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９－２

296 明和工業（株）長野営業所 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４８１－１

297 都築電気（株） 東京都港区新橋６ー１９－１５

298 （株）タクマ東京支社 東京都港区芝浦３－９－１

299 富士電気興業（株） 東京都中央区日本橋馬喰町１－６－３

300 （株）錢高組横浜支店 神奈川県横浜市中区扇町３－８－８

301 （株）前澤エンジニアリングサービス関東支店 埼玉県川口市仲町５－１１

302 （株）富士通ゼネラル情報通信ネットワーク営業部 神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７

303 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４

304 （株）テクノ菱和甲府営業所 山梨県甲府市徳行１－１７－３２

305 （株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３－２５

306 荏原商事（株）神奈川営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜３－６－５

307 ノダック（株） 埼玉県さいたま市南区文蔵３－２８－６

308 長谷川体育施設（株）東京営業所 東京都世田谷区太子堂１－４－２１

309 三菱電機プラントエンジニアリング（株）社会システム営業第一部 東京都台東区東上野５－２４－８

310 （株）東光高岳本社 東京都江東区豊洲５－６－３６
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311 大成設備（株） 東京都新宿区西新宿２－６－１

312 綜合警備保障（株）山梨支社 山梨県甲府市太田町８－１

313 中川企画建設（株）東京支店 東京都港区南青山１－１－１

314 ショーボンド建設（株）東京支店 東京都江東区南砂２－２－１７

315 八光海運（株） 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３－１

316 （株）淺沼組東京本店 東京都港区芝浦２－１５－６オアーゼ芝浦ＭＪビル

317 （株）マルゼン横浜支社 神奈川県横浜市港北区新横浜３－１３－６葉山第３ビル５階

318 （株）明電エンジニアリング静岡支店　山梨営業所 山梨県甲府市城東３－１５－１１

319 （株）安部日鋼工業東京支店 東京都新宿区下落合２－３－１８ＳＫビルＳ棟３階

320 （株）前田産業東京支店 東京都港区海岸２－６－３０ＭＳビル３階

321 （有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８－１

322 東海リース（株）横浜支店 神奈川県横浜市中区弁天通４－５９

323 西松建設（株）横浜営業所 神奈川県横浜市西区北幸２－８－１９

324 松井建設（株）東京支店 東京都中央区新川１－１７－２２

325 （株）竹中工務店東京本店 東京都江東区新砂１－１－１

326 シンフォニアテクノロジー（株）社会インフラシステム営業部 東京都港区芝大門１－１－３０

327 新栄工業（株） 東京都町田市南町田１－２－４１

328 東亜建設工業（株）横浜支店 神奈川県横浜市中区太田町１－１５

329 （株）スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井３－６－１８

330 新日本工業（株）長野営業所 長野県松本市寿北１－１６－８

331 青木あすなろ建設（株）東京土木本店 東京都千代田区神田美土代町１

332 日立造船（株）東京本社 東京都品川区南大井６－２６－３

333 日本体育施設（株）東京支店 東京都中野区東中野３－２０－１０

334 （株）第一テクノ横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸３－３－１８

335 矢田工業（株） 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１

336 権守土木 山梨県富士吉田市上吉田２４１８－５

337 東洋地研（株） 静岡県沼津市岡一色５１１－１

338 （株）西原環境東京・東北支店 東京都港区海岸３－２０－２０

339 （株）日本ピーエス東京支店 東京都千代田区神田猿楽町１－５－１８　千代田ビル６階

340 愛知時計電機（株）東京支店 東京都新宿区西新宿６－８－１　新宿オークタワー１８階

341 共和化工（株）関東支店 東京都品川区西五反田７－２５－１９
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342 三協工業（株） 東京都品川区西五反田７－２０－１１

343 ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海１－８－１１

344 三辰精工（株） 東京都江戸川区船堀４－１２－１０

345 川田工業（株）東京本社 東京都北区滝野川１－３－１１

346 芝垣工務所 山梨県笛吹市八代町永井１４５６－２

347 アムコン（株） 神奈川県横浜市港北区新羽町１９２６

348 （株）関電工山梨支店 山梨県甲府市中央４ー１２－２５

349 宮地エンジニアリング（株） 東京都中央区日本橋富沢町９－１９

350 信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０

351 栗原工業（株） 大阪府大阪市北区南森町１－４－２４

352 （株）朝日工業社山梨営業所 山梨県甲府市大里町１８７７－１

353 積水アクアシステム（株）東京事業所 東京都中央区築地４－７－５

354 （株）ベルテクノ 愛知県名古屋市中区錦３－５－２７

355 （株）フソウ東京支社 東京都中央区日本橋室町２－３－１

356 太陽計測（株） 東京都大田区山王１－２－６

357 （株）開邦工業東京支社 東京都港区芝２－６－３　三宅ビル６階

358 前田建設工業（株）横浜営業所 神奈川県横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜STビル7階

359 新明和工業（株）流体事業部　営業本部 神奈川県横浜市鶴見区尻手３－２－４３

360 大成温調（株）山梨営業所 山梨県中央市中楯１４６７－２０

361 （株）ティエスジー 東京都港区浜松町２－７－１６

362 富士工業（株） 東京都板橋区若木１－２６－１３

363 ユアサ電器（株） 長野県安曇野市穂高８３８４－１

364 サンワコムシスエンジニアリング（株） 東京都杉並区高円寺南２－１２－３

365 明電社 山梨県北杜市明野町上手５００３－１

366 理水化学（株）東京支店 東京都中央区新川１－２２－４

367 コイト電工（株）本社営業部 神奈川県横浜市戸塚区前田町１００

368 （株）日立ビルシステム首都圏支社 東京都千代田区神田淡路町２－１０１

369 （株）電業社機械製作所静岡支店 静岡県三島市三好町３－２７

370 東邦電気工業（株） 東京都渋谷区恵比寿１－１９－２３

371 木内建設（株） 静岡県静岡市駿河区国吉田１－７－３７

372 虹技（株） 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４－１
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373 元旦ビューティ工業（株） 神奈川県藤沢市湘南台１－１－２１

374 （株）アイネット 長野県松本市征矢野１－５－４６

375 名工建設（株）甲府支店 山梨県甲府市南口町６－１５

376 奥アンツーカ（株）東京支店 東京都台東区三筋１－１０－４

377 三菱電機（株）社会システム第一部 東京都千代田区丸の内２－７－３

378 スワテック建設（株） 長野県諏訪市城南２－２３５３

379 飛島建設（株） 東京都港区港南１－８－１５

380 （株）明電舎（株）明電舎 東京都品川区大崎２－１－１

381 （株）大氣社横浜支店 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－２６－４

382 （株）大三洋行 東京都港区港南２－５－１１

383 三菱化工機（株）環境営業部 神奈川県川崎市川崎区宮前町１－２

384 日本電設工業（株）山梨営業所 山梨県甲府市丸の内２－３４－８

385 川田建設（株）東京支店 東京都北区滝野川６－３－１

386 （株）鴻池組東京本店 東京都中央区日本橋本町１－９－１

387 東京コンピュータサービス（株）甲府支店 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０　東部穴水ビル

388 東洋建設（株）関東支店 東京都千代田区神田神保町１－１０５

389 （株）ミライト 東京都江東区豊洲５－６－３６

390 （株）フジタ横浜支店 神奈川県横浜市神奈川区金港町７－３

391 住友電設（株）山梨営業所 山梨県甲府市上石田３－１３－９

392 （株）ユアテック東京本部 東京都千代田区大手町２－２－１

393 鉄建建設（株）横浜支店 神奈川県横浜市中区不老町２－９－２

394 戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀２－８－５

395 （株）ＮＴＴドコモ（株）ＮＴＴドコモ 東京都港区赤坂１－８－１

396 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野２－８－７

397 （株）鶴見製作所東京本社 東京都台東区台東１－３３－８

398 日比谷総合設備（株） 東京都港区三田３－５－２７

399 テスコ（株） 東京都千代田区西神田１－４－５

400 住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田７－１０－４

401 三和シヤッター工業（株）甲府営業所 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１５００－１

402 （株）コトブキ 東京都港区浜松町１ー１４ー５

403 東光電気工事（株） 東京都千代田区西神田１－４－５
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404 （株）IHIインフラ建設関東支店 東京都江東区東陽７－１－１

405 パナソニック産機システムズ（株）首都圏支店 東京都墨田区押上１－１－２

406 タカオ（株） 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１

407 大成機工（株）東京支店 東京都中央区日本橋１－２－５栄太楼ビル７階

408 ジョンソンコントロールズ（株） 東京都渋谷区笹塚１－５０－１

409 ジェイズ・テレコムシステム（株）甲府営業所 山梨県甲府市相生１－２－２６

410 （株）富士植木山梨支店 山梨県山梨市上栗原９４５

411 アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５

412 （株）NHKテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４－１４

413 （株）千代田 東京都杉並区南荻窪３－２９－１２

414 鎌長製衡（株） 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６

415 三菱電機ビルテクノサービス（株）首都圏第二支社 東京都新宿区西新宿６－５－１

416 石垣メンテナンス（株）本店 東京都千代田区丸の内１－６－５

417 高砂熱学工業（株）山梨営業所 山梨県甲府市大津町３１７－１３

418 （株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町２－６－１５

419 （株）塩浜工業東京本部 東京都港区芝大門２－１０－１２　ＫＤＸ芝大門ビル５階

420 アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田３－３－１０

421 清水建設（株）関東支店 埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２

422 大機工業（株） 兵庫県尼崎市猪名寺３－５－１

423 （株）熊谷組首都圏支店 東京都新宿区津久戸町２－１

424 （株）正直堂 山梨県甲府市中央２－１２－１５

425 東芝インフラシステムズ（株）関東水・環境システム営業部 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４

426 東伸エンジニアリング（株） 東京都品川区西五反田２ー２９ー９

427 サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２－１

428 青野スポーツ施設（株）東京営業所 東京都港区西新橋２－１５－１７　レインボービル５階

429 長永スポーツ工業（株） 東京都世田谷区岡本３－２３－２６

430 （株）竹中土木東京本店 東京都江東区新砂１－１－１

431 （有）富士宮防水工業 静岡県富士宮市野中東町７２－２

432 （株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町１－６－１０

433 日本無線（株）関東支社 東京都三鷹市むれ６－２１－１１

434 東亜グラウト工業（株） 東京都新宿区四谷２－１０－３
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435 東京電設サービス（株）山梨センター 山梨県甲府市伊勢４－２４－２

436 東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３

437 （株）田中建設 東京都八王子市旭町１１－６

438 （株）大協建材東京本社 東京都江東区木場２－１７－１２

439 宇野重工（株）東京支店 東京都港区浜松町２－２－３

440 （株）ピーエス三菱横浜営業所 神奈川県横浜市中区万代町２－４－５

441 日本コムシス（株）社会基盤事業本部 東京都品川区東五反田２－１７－１

442 三協フロンテア（株） 千葉県柏市新十余二５

443 （株）四電工東京本部 東京都港区浜松町１－１８－１６

444 （株）西関東パワーテクノ山梨支社 山梨県甲斐市龍地４３２２－１

445 三井住友建設（株）東京土木支店 東京都中央区佃２－１－６

445 （株）サタケ 広島県東広島市西条西本町２－３０

445 （株）クマヒラ 東京都中央区日本橋本町１－１０－３

445 富士ロードサービス（株） 静岡県富士市依田橋３８８－１

445 サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸１－８－９

445 （株）ダイキアクシス国内営業統括部 東京都中央区東日本橋２－１５－４

445 （株）日立国際電気公共ソリューション営業部 東京都港区西新橋２－１５－１２

445 （株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田２－１９１－１

445 （株）パークプラン工業 山梨県甲斐市玉川１４４５－４

445 （株）コスゲ建築 山梨県中巨摩郡昭和町押越２０５０－１

445 （株）ナガワ東京支店 東京都千代田区丸の内１－４－１

445 （株）クボタ建設東京支社 東京都中央区日本橋本石町３－３－１０

445 中部ニチレキ工事（株）静岡支店 静岡県富士市厚原２２６６

445 （株）奥村組横浜支店 神奈川県横浜市中区日本大通６０

445 ナジコイーエス（株） 東京都江東区木場２－１７－１２　ＳＡビルディング２階

445 日本エンヂニヤ（株） 愛知県長久手市下川原１５－１

445 新生テクノス（株）東京支店 東京都港区東新橋１－７－４

445 （株）アセント 東京都港区芝浦４－１６－２３

445 世紀東急工業（株）東京支店 東京都渋谷区宇田川町４２－６

以上


