
登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
007 A 株式会社　大野工務所 355-0021 埼玉県 東松山市 神明町1-2-1 代表取締役 大野　年章
016 A 株式会社　ケージーエム 360-0162 埼玉県 熊谷市 村岡306-1 代表取締役 小林　正裕
023 A 三光建設　株式会社 350-0812 埼玉県 川越市 下小坂458-4 代表取締役 栗原　雄一
028 A 守屋八潮建設　株式会社 368-0046 埼玉県 秩父市 宮側町14-16 代表取締役 山口　浩人
028 A 守屋八潮建設　株式会社 368-0046 埼玉県 秩父市 宮側町14-16 代表取締役 山口　浩人
037 A 株式会社　堀田設備工業 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本951-2 代表取締役 堀田　周一郎
039 A 関東建設興業　株式会社 361-0036 埼玉県 行田市 桶上272 代表取締役 須永　一磨
046 A 株式会社　関東建設 350-0826 埼玉県 川越市 上寺山171-1 代表取締役 栗田　喜行
048 A 株式会社　小杉組 355-0111 埼玉県 吉見町 北下砂750 代表取締役 小杉　美登子
050 A 株式会社安藤・間　埼玉営業所 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町1-104 所長 加藤　秋哉
058 A 古郡建設株式会社 366-0026 埼玉県 深谷市 稲荷町2-10-6 代表取締役 古郡　栄一
072 A 大成建設株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-16 支店長 浅田　佳之
075 A 株式会社　ユーディケー 330-8585 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町5-7-11 代表取締役 関根　信次
079 A 東武谷内田建設株式会社　東上営業所 355-0063 埼玉県 東松山市 元宿1-19-1 所長 榎本　学
080 A 株式会社　興和建設 355-0047 埼玉県 東松山市 高坂1030-8 代表取締役 上田　武史
081 A 岩堀建設工業　株式会社 350-0041 埼玉県 川越市 六軒町1-3-10 代表取締役 岩堀　和久
086 A 埼玉ライナー　株式会社 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井552 代表取締役 宮田　哲
092 A 株式会社　山英 360-0842 埼玉県 熊谷市 新堀新田646-19 代表取締役 須藤　将博
099 A 株式会社フジタ　関東支店 330-8669 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-7-5 上席執行役員支店長 三浦　隆一
100 A 株式会社鴻池組　さいたま営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-4-3 所長 小田　剛史
117 A 株式会社　田中工業 350-0321 埼玉県 鳩山町 赤沼447 代表取締役 田中　亮圭
130 A 有限会社　小川土木 355-0002 埼玉県 東松山市 東平2067-2 代表取締役 小川　達也
145 A 小沢工業　株式会社 361-0071 埼玉県 行田市 栄町13-32 代表取締役 大石　理恵
150 A 永田建設　株式会社 369-1243 埼玉県 深谷市 永田1748 代表取締役 野村　満
161 A 佐藤工業株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-12-12 所長 佐藤　祐喜
167 A 株式会社　須長建設 355-0036 埼玉県 東松山市 下野本1325-1 代表取締役 須長　義晴
168 A 中里建設　株式会社 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町1-2-6 代表取締役 中里　一夫
170 A 小川工業株式会社　熊谷営業所 360-0025 埼玉県 熊谷市 太井1827 営業所長 吉野　照一
180 A 株式会社　川村建設工業 364-0006 埼玉県 北本市 北本4-273 代表取締役 川村　和久
186 A 株式会社　東武建鉄 355-0106 埼玉県 吉見町 中曽根312 代表取締役 野村　忠次
195 A 株式会社淺沼組　さいたま支店 336-0027 埼玉県 さいたま市 南区沼影1-10-1 支店長 西井　基永
205 A 関東建設工業株式会社　さいたま支店 331-0814 埼玉県 さいたま市 北区東大成町1-548-3 支店長 加藤　雄一
209 A 丸和工業株　式会社 364-0002 埼玉県 北本市 宮内5-351 代表取締役 矢部　利人
213 A 寄居建設株式会社　比企支店 355-0814 埼玉県 滑川町 みなみ野3-7-6 支店長 森　繁
214 A 有限会社　日野土建 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町1-5-23 代表取締役 日野　浩
231 A 日清建設　株式会社 330-0052 埼玉県 さいたま市 浦和区本太1-9-5 代表取締役 猪股　和則
233 A 西武建設株式会社　関東支店 359-0045 埼玉県 所沢市 美原町5-2019-7 支店長 茂木　義和
242 A 松井建設株式会社　関東営業所 330-0055 埼玉県 さいたま市 浦和区東高砂町5-8 所長 草嶋　敏雄
250 A 株式会社　中村組 355-0118 埼玉県 吉見町 下細谷306-1 代表取締役 中村　善博
254 A 県央事業協同組合 364-0026 埼玉県 北本市 荒井1-220-3 代表理事 川村　真弓

土木工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者

土木工事業

256 A 三ツ和総合建設業協同組合　熊谷営業所 360-0041 埼玉県 熊谷市 宮町2-144 所長 髙橋　秀明
264 A 清水建設株式会社　関東支店 330-0853 埼玉県 さいたま市 大宮区錦町682-2 常務執行役員支店長 谷口　寛明
271 A 石川建設株式会社　埼玉北支店 366-0828 埼玉県 深谷市 東大沼307-1 取締役執行役員 田村　稔
272 A 国土緑工　株式会社 355-0076 埼玉県 東松山市 下唐子1429-25 代表取締役 高木　俊之
285 A 昭和工業　株式会社 350-0824 埼玉県 川越市 石原町2-58-16 代表取締役 石井　成人
294 A 吉澤建設工業　株式会社 369-1234 埼玉県 寄居町 折原2085-1 代表取締役 吉澤　尚登
301 A 株式会社　ウエスト工業 362-0061 埼玉県 上尾市 藤波4-75 代表取締役 西原　正治
308 A 加藤商事　株式会社 359-1118 埼玉県 所沢市 けやき台2-31-2 代表取締役 加藤　一博
318 A 株式会社　利根川建設 350-0162 埼玉県 川島町 正直595 代表取締役 利根川　博
339 A 日本国土開発株式会社　北関東営業所 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町2-25 所長 鈴木　文隆
346 A 埼玉設備工業　株式会社 350-1131 埼玉県 川越市 岸町1-15-16 代表取締役 有山　紀之
347 A 株式会社熊谷組　埼玉営業所 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-80-1 所長 林　宣行
370 A 株式会社　環境サービス 355-0316 埼玉県 小川町 角山1045 代表取締役 原　一
372 A ミザック株式会社　東京支店 100-0011 東京都 千代田区 内幸町1-3-3 支店長 山﨑　慶祐
375 A 株式会社　武田衞土建工業 350-0321 埼玉県 鳩山町 赤沼34-7 代表取締役 武田　衞
387 A 株式会社　おぎでん 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井1865-2 代表取締役 平野　敦照
410 A 株式会社　島村工業 350-0127 埼玉県 川島町 牛ケ谷戸489 代表取締役 島村　健
412 A 伊田テクノス　株式会社 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町2-1-1 代表取締役 楢崎　亘
443 A 有限会社　金子設備 355-0077 埼玉県 東松山市 上唐子1401 代表取締役 金子　雅俊
444 A 有限会社　友田商店 355-0015 埼玉県 東松山市 本町1-1-9 代表取締役 佐藤　裕里
450 A 日本コムシス株式会社　関東中支店 335-0031 埼玉県 戸田市 美女木1141-38 執行役員関東中支店 菊池　太志
469 A 埼玉ニットー　株式会社 361-0056 埼玉県 行田市 持田2085-3 取締役社長 木村　秀一
494 A 西松建設株式会社　さいたま営業所 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤7-1-22 所長 塩月　知道
516 A 株式会社　鈴木造園 355-0035 埼玉県 東松山市 古凍1118-6 代表取締役 鈴木　勲
538 A 株式会社関電工　埼玉支店 330-8564 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-9-6　大宮センタービル9階 常務執行役員支店長 挾間　義浩
613 A ドーピー建設工業株式会社　東京支店 110-0015 東京都 台東区 東上野2-1-11 支店長 小倉　史也



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村　 字番地等 代表者役職　 代表者

016 A 株式会社　ケージーエム 360-0162 埼玉県 熊谷市 村岡306-1 代表取締役 小林　正裕
023 A 三光建設　株式会社 350-0812 埼玉県 川越市 下小坂458-4 代表取締役 栗原　雄一
028 A 守屋八潮建設　株式会社 368-0046 埼玉県 秩父市 宮側町14-16 代表取締役 山口　浩人
032 A 丸京商事　株式会社 369-0031 埼玉県 秩父市 上野町29-23 代表取締役 笠原　稔史
040 A 株式会社タナベ建設　比企支店 355-0110 埼玉県 吉見町 東野3-2-12 比企支店長 熊井　敏夫
050 A 株式会社安藤・間　埼玉営業所 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町1-104 所長 加藤　秋哉
057 A 株式会社　金子工務店 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚3-3-8 代表取締役 金子　智一
058 A 古郡建設株式会社 366-0026 埼玉県 深谷市 稲荷町2-10-6 代表取締役 古郡　栄一
072 A 大成建設株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-16 支店長 浅田　佳之
075 A 株式会社　ユーディケー 330-8585 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町5-7-11 代表取締役 関根　信次
079 A 東武谷内田建設株式会社　東上営業所 355-0063 埼玉県 東松山市 元宿1-19-1 所長 榎本　学
081 A 岩堀建設工業　株式会社 350-0041 埼玉県 川越市 六軒町1-3-10 代表取締役 岩堀　和久
099 A 株式会社フジタ　関東支店 330-8669 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-7-5 上席執行役員支店長 三浦　隆一
100 A 株式会社鴻池組　さいたま営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-4-3 所長 小田　剛史
107 A 東亜建設工業株式会社　北関東営業所 336-0017 埼玉県 さいたま市 南区南浦和2-27-13 北関東営業所長 阿久井　伸芳
117 A 株式会社　田中工業 350-0321 埼玉県 鳩山町 赤沼447 代表取締役 田中　亮圭
120 A 株式会社　森田建設 355-0061 埼玉県 東松山市 葛袋229-1 代表取締役 森田　孝一
129 A 株式会社　吉田工務店 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町1-1 代表取締役 吉田　眞一
145 A 小沢工業　株式会社 361-0071 埼玉県 行田市 栄町13-32 代表取締役 大石　理恵
153 A 株式会社　シオノ工業 350-8023 埼玉県 川越市 神明町23-15 代表取締役 伏見　有朋
161 A 佐藤工業株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-12-12 所長 佐藤　祐喜
168 A 中里建設　株式会社 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町1-2-6 代表取締役 中里　一夫
170 A 小川工業株式会社　熊谷営業所 360-0025 埼玉県 熊谷市 太井1827 営業所長 吉野　照一
185 A 有限会社　杉田工務店 355-0328 埼玉県 小川町 大塚17 代表取締役 杉田　豊
186 A 株式会社　東武建鉄 355-0106 埼玉県 吉見町 中曽根312 代表取締役 野村　忠次
195 A 株式会社淺沼組　さいたま支店 336-0027 埼玉県 さいたま市 南区沼影1-10-1 支店長 西井　基永
205 A 関東建設工業株式会社　さいたま支店 331-0814 埼玉県 さいたま市 北区東大成町1-548-3 支店長 加藤　雄一
209 A 丸和工業株　式会社 364-0002 埼玉県 北本市 宮内5-351 代表取締役 矢部　利人
213 A 寄居建設株式会社　比企支店 355-0814 埼玉県 滑川町 みなみ野3-7-6 支店長 森　繁
225 A シンテック　株式会社 369-1302 埼玉県 長瀞町 野上下郷3337-1 代表取締役 髙橋　喜美江
231 A 日清建設　株式会社 330-0052 埼玉県 さいたま市 浦和区本太1-9-5 代表取締役 猪股　和則
233 A 西武建設株式会社　関東支店 359-0045 埼玉県 所沢市 美原町5-2019-7 支店長 茂木　義和
242 A 松井建設株式会社　関東営業所 330-0055 埼玉県 さいたま市 浦和区東高砂町5-8 所長 草嶋　敏雄
245 A 株式会社　槻川住建工業 350-1203 埼玉県 日高市 旭ヶ丘105-2 代表取締役 関口　俊雄
250 A 株式会社　中村組 355-0118 埼玉県 吉見町 下細谷306-1 代表取締役 中村　善博
256 A 三ツ和総合建設業協同組合　熊谷営業所 360-0041 埼玉県 熊谷市 宮町2-144 所長 髙橋　秀明
264 A 清水建設株式会社　関東支店 330-0853 埼玉県 さいたま市 大宮区錦町682-2 常務執行役員支店長 谷口　寛明
269 A 立川ハウス工業株式会社　埼玉営業所 330-0064 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町7-11-2 所長 竹下　正宏
271 A 石川建設株式会社　埼玉北支店 366-0828 埼玉県 深谷市 東大沼307-1 取締役執行役員 田村　稔
281 A 松坂屋建材　株式会社 360-0833 埼玉県 熊谷市 広瀬165 代表取締役 大澤　伸一郎

建築工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村　 字番地等 代表者役職　 代表者

建築工事業

292 A 有限会社　コバヤシ 355-0202 埼玉県 嵐山町 吉田512 代表取締役 小林　靖史
294 A 吉澤建設工業　株式会社 369-1234 埼玉県 寄居町 折原2085-1 代表取締役 吉澤　尚登
318 A 株式会社　利根川建設 350-0162 埼玉県 川島町 正直595 代表取締役 利根川　博
347 A 株式会社熊谷組　埼玉営業所 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-80-1 所長 林　宣行
350 A 株式会社　あさひテクノ 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町6-8 代表取締役 林　和利
410 A 株式会社　島村工業 350-0127 埼玉県 川島町 牛ケ谷戸489 代表取締役 島村　健
412 A 伊田テクノス　株式会社 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町2-1-1 代表取締役 楢崎　亘
424 A 株式会社　木村カラー 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚2-2-16 代表取締役 木村　廣
494 A 西松建設株式会社　さいたま営業所 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤7-1-22 所長 塩月　知道
501 A 株式会社　谷田貝組 355-0018 埼玉県 東松山市 松山町1-14-28 代表取締役 谷田貝　和幸
515 A 株式会社　オキナヤ 360-0114 埼玉県 熊谷市 江南中央2-17-1 代表取締役 藤間　太郎
532 A 大和リース株式会社　さいたま支店 336-0025 埼玉県 さいたま市 南区文蔵1-19-17 支店長 古賀　章



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者

007 A 株式会社　大野工務所 355-0021 埼玉県 東松山市 神明町1-2-1 代表取締役 大野　年章
016 A 株式会社　ケージーエム 360-0162 埼玉県 熊谷市 村岡306-1 代表取締役 小林　正裕
023 A 三光建設　株式会社 350-0812 埼玉県 川越市 下小坂458-4 代表取締役 栗原　雄一
028 A 守屋八潮建設　株式会社 368-0046 埼玉県 秩父市 宮側町14-16 代表取締役 山口　浩人
037 A 株式会社　堀田設備工業 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本951-2 代表取締役 堀田　周一郎
039 A 関東建設興業　株式会社 361-0036 埼玉県 行田市 桶上272 代表取締役 須永　一磨
046 A 株式会社　関東建設 350-0826 埼玉県 川越市 上寺山171-1 代表取締役 栗田　喜行
048 A 株式会社　小杉組 355-0111 埼玉県 吉見町 北下砂750 代表取締役 小杉　美登子
050 A 株式会社安藤・間　埼玉営業所 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町1-104 所長 加藤　秋哉
051 A 双葉工業　株式会社 347-0009 埼玉県 加須市 三俣1-4-21 代表取締役 山下　太一郎
080 A 株式会社　興和建設 355-0047 埼玉県 東松山市 高坂1030-8 代表取締役 上田　武史
086 A 埼玉ライナー　株式会社 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井552 代表取締役 宮田　哲
092 A 株式会社　山英 360-0842 埼玉県 熊谷市 新堀新田646-19 代表取締役 須藤　将博
100 A 株式会社鴻池組　さいたま営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-4-3 所長 小田　剛史
107 A 東亜建設工業株式会社　北関東営業所 336-0017 埼玉県 さいたま市 南区南浦和2-27-13 北関東営業所長 阿久井　伸芳
110 A 埼北産業　株式会社 331-0811 埼玉県 さいたま市 北区吉野町1-394 代表取締役 小川　裕児
117 A 株式会社　田中工業 350-0321 埼玉県 鳩山町 赤沼447 代表取締役 田中　亮圭
129 A 株式会社　吉田工務店 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町1-1 代表取締役 吉田　眞一
130 A 有限会社　小川土木 355-0002 埼玉県 東松山市 東平2067-2 代表取締役 小川　達也
150 A 永田建設　株式会社 369-1243 埼玉県 深谷市 永田1748 代表取締役 野村　満
153 A 株式会社　シオノ工業 350-8023 埼玉県 川越市 神明町23-15 代表取締役 伏見　有朋
154 A 株式会社　アンゼン 355-0034 埼玉県 東松山市 柏崎832-1 代表取締役 伊藤　満直
161 A 佐藤工業株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-12-12 所長 佐藤　祐喜
167 A 株式会社　須長建設 355-0036 埼玉県 東松山市 下野本1325-1 代表取締役 須長　義晴
170 A 小川工業株式会社　熊谷営業所 360-0025 埼玉県 熊谷市 太井1827 営業所長 吉野　照一
180 A 株式会社　川村建設工業 364-0006 埼玉県 北本市 北本4-273 代表取締役 川村　和久
209 A 丸和工業株　式会社 364-0002 埼玉県 北本市 宮内5-351 代表取締役 矢部　利人
214 A 有限会社　日野土建 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町1-5-23 代表取締役 日野　浩
223 A 株式会社清水アーネット　熊谷本社 360-8521 埼玉県 熊谷市 問屋町4-3-2 代表取締役 清水　龍男
231 A 日清建設　株式会社 330-0052 埼玉県 さいたま市 浦和区本太1-9-5 代表取締役 猪股　和則
233 A 西武建設株式会社　関東支店 359-0045 埼玉県 所沢市 美原町5-2019-7 支店長 茂木　義和
250 A 株式会社　中村組 355-0118 埼玉県 吉見町 下細谷306-1 代表取締役 中村　善博
254 A 県央事業協同組合 364-0026 埼玉県 北本市 荒井1-220-3 代表理事 川村　真弓
256 A 三ツ和総合建設業協同組合　熊谷営業所 360-0041 埼玉県 熊谷市 宮町2-144 所長 髙橋　秀明
264 A 清水建設株式会社　関東支店 330-0853 埼玉県 さいたま市 大宮区錦町682-2 常務執行役員支店長 谷口　寛明
272 A 国土緑工　株式会社 355-0076 埼玉県 東松山市 下唐子1429-25 代表取締役 高木　俊之
285 A 昭和工業　株式会社 350-0824 埼玉県 川越市 石原町2-58-16 代表取締役 石井　成人
292 A 有限会社　コバヤシ 355-0202 埼玉県 嵐山町 吉田512 代表取締役 小林　靖史
301 A 株式会社　ウエスト工業 362-0061 埼玉県 上尾市 藤波4-75 代表取締役 西原　正治
318 A 株式会社　利根川建設 350-0162 埼玉県 川島町 正直595 代表取締役 利根川　博

とび・土工工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者

とび・土工工事業

339 A 日本国土開発株式会社　北関東営業所 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町2-25 所長 鈴木　文隆
370 A 株式会社　環境サービス 355-0316 埼玉県 小川町 角山1045 代表取締役 原　一
375 A 株式会社　武田衞土建工業 350-0321 埼玉県 鳩山町 赤沼34-7 代表取締役 武田　衞
412 A 伊田テクノス　株式会社 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町2-1-1 代表取締役 楢崎　亘
421 A 株式会社　イートラスト埼玉 361-0071 埼玉県 行田市 栄町8-12 代表取締役 山本　和利
424 A 株式会社　木村カラー 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚2-2-16 代表取締役 木村　廣
443 A 有限会社　金子設備 355-0077 埼玉県 東松山市 上唐子1401 代表取締役 金子　雅俊
469 A 埼玉ニットー　株式会社 361-0056 埼玉県 行田市 持田2085-3 取締役社長 木村　秀一
491 A 株式会社　河野解体工業 346-0022 埼玉県 久喜市 下早見1591 代表取締役 河野　富美男
494 A 西松建設株式会社　さいたま営業所 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤7-1-22 所長 塩月　知道
515 A 株式会社　オキナヤ 360-0114 埼玉県 熊谷市 江南中央2-17-1 代表取締役 藤間　太郎
516 A 株式会社　鈴木造園 355-0035 埼玉県 東松山市 古凍1118-6 代表取締役 鈴木　勲
609 A 株式会社サンロード　西部営業所 350-0236 埼玉県 坂戸市 花影町8-54-201 営業所長 榎本　隆司
613 A ドーピー建設工業株式会社　東京支店 110-0015 東京都 台東区 東上野2-1-11 支店長 小倉　史也



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
281 A 松坂屋建材　株式会社 360-0833 埼玉県 熊谷市 広瀬165 代表取締役 大澤　伸一郎

屋根工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
020 A 株式会社　ハローベル 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本1813-1 代表取締役 山﨑　薫
024 A 富士建設工業　株式会社 950-3102 新潟県 新潟市 北区島見町3307-16 代表取締役 鳴海　利彦
026 A 白川舞台機構　株式会社 338-0835 埼玉県 さいたま市 桜区道場709-1 代表取締役 白川　裕司
032 A 丸京商事　株式会社 369-0031 埼玉県 秩父市 上野町29-23 代表取締役 笠原　稔史
041 A 株式会社　長井電機 360-0817 埼玉県 熊谷市 新島259-5 代表取締役 長井　真理
073 A 株式会社　早川電工 369-0014 埼玉県 鴻巣市 筑波2-2-11 代表取締役 早川　隆治
090 A クシダ工業株式会社　さいたま営業所 369-0201 埼玉県 深谷市 岡2-13-31 所長 茂木　浩二
096 A 有限会社　コジマテクノサービス 350-1172 埼玉県 川越市 増形226-5 代表取締役 小島　惠子
102 A タカラビルメン　株式会社 301-0002 茨城県 龍ヶ崎市 中根台4-10-1 代表取締役 中込　太郎
112 A 株式会社　八洲電業社 331-0823 埼玉県 さいたま市 北区日進町3-37-1 代表取締役 吉村　光司
113 A 株式会社　彩電業社 332-0034 埼玉県 川口市 並木3-27-15 代表取締役 田中　利和
128 A 松山電設　株式会社 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本150-11 代表取締役 新井　雅史
148 A 相馬電業　株式会社 351-0114 埼玉県 和光市 本町5-18 代表取締役 古小高　収
149 A イーテクノス　株式会社 360-0025 埼玉県 熊谷市 太井37-6 代表取締役 久保田　努
151 A 株式会社　東電工業社 360-0826 埼玉県 熊谷市 赤城町3-163-7 代表取締役 中嶋　明彦
218 A 門倉テクノ株式会社　関東支店 330-0073 埼玉県 さいたま市 浦和区元町1-24-25 支店長 門倉　拓也
225 A シンテック　株式会社 369-1302 埼玉県 長瀞町 野上下郷3337-1 代表取締役 髙橋　喜美江
232 A 株式会社　エコー 366-0811 埼玉県 深谷市 人見399-4 代表取締役 逸見　公一
262 A 日本電設工業株式会社　北関東支店 331-0811 埼玉県 さいたま市 北区吉野町1-399-5 支店長 片瀬　憲二
277 A 株式会社　西島電設 355-0155 埼玉県 吉見町 北吉見2577 代表取締役 西島　堅一
285 A 昭和工業　株式会社 350-0824 埼玉県 川越市 石原町2-58-16 代表取締役 石井　成人
350 A 株式会社　あさひテクノ 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町6-8 代表取締役 林　和利
360 A 株式会社　ピーシーテレコム 338-0006 埼玉県 さいたま市 中央区八王子2-2-16 代表取締役 小川　幸夫
362 A 株式会社　大庭電気商会 350-1123 埼玉県 川越市 脇田本町25-1 代表取締役 大庭　正巳
379 A 株式会社電成社　東松山支店 355-0037 埼玉県 東松山市 若松町2-16-3 取締役支店長 大川　和幸
381 A 布施田電機　株式会社 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本2264 代表取締役 布施田　靖寛
384 A 綜合警備保障　株式会社 107-8511 東京都 港区 元赤坂1-6-6 代表取締役 青山　幸恭
387 A 株式会社　おぎでん 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井1865-2 代表取締役 平野　敦照
391 A 株式会社　躍進電機 366-0051 埼玉県 深谷市 上柴町東4-11-2 代表取締役 矢嶋　博和
394 A 坂戸防災　株式会社 350-0235 埼玉県 坂戸市 三光町36-1 代表取締役 梅澤　將明
396 A 熊谷電機　株式会社 360-0033 埼玉県 熊谷市 曙町4-92 代表取締役 小林　弥寿弘
404 A OKIｸﾛｽﾃｯｸ株式会社　第二支社 338-0014 埼玉県 さいたま市 中央区上峰3-10-5 支社長 佐藤　真央
414 A 飯島電器工事　株式会社 350-0032 埼玉県 川越市 大仙波431-1 代表取締役 飯島　将史
416 A 埼玉田中電気　株式会社 336-0026 埼玉県 さいたま市 南区辻1-3-18 代表取締役 田中　栄三
421 A 株式会社　イートラスト埼玉 361-0071 埼玉県 行田市 栄町8-12 代表取締役 山本　和利
432 A 株式会社ﾔﾏﾄ･ｲｽﾞﾐﾃｸﾉｽ　東松山支店 355-0012 埼玉県 東松山市 日吉町2-32 支店長 金井　豊治
433 A 昱株式会社　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 支店長 山本　克弥
450 A 日本コムシス株式会社　関東中支店 335-0031 埼玉県 戸田市 美女木1141-38 執行役員関東中支店 菊池　太志
453 A 株式会社　沼尻電気工事 369-1246 埼玉県 深谷市 小前田620-1 代表取締役 沼尻　裕之
472 A 株式会社　サイボウ 337-0004 埼玉県 さいたま市 見沼区卸町2-6-15 代表取締役 結城　剛

電気工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者

電気工事業

495 A 株式会社　丸電 331-0052 埼玉県 さいたま市 西区三橋5-1834-1 代表取締役 丸山　正
496 A 株式会社　ユーテック 331-0052 埼玉県 さいたま市 西区三橋5-1834-1 代表取締役 細田　英明
519 A アクアイースト　株式会社 353-0001 埼玉県 志木市 上宗岡2-20-31 代表取締役 大村　相基
527 A 東京システム特機　株式会社 102-0072 東京都 千代田区 飯田橋4-5-11 代表取締役 吉田　光男
538 A 株式会社関電工　埼玉支店 330-8564 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-9-6　大宮センタービル9階 常務執行役員支店長 挾間　義浩
606 A NECネッツエスアイ株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17 支店長 大茂　博和



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
017 A ソーセツエンジニアリング　株式会社 360-0833 埼玉県 熊谷市 広瀬416-1 代表取締役 熊井戸　啓二
024 A 富士建設工業　株式会社 950-3102 新潟県 新潟市 北区島見町3307-16 代表取締役 鳴海　利彦
032 A 丸京商事　株式会社 369-0031 埼玉県 秩父市 上野町29-23 代表取締役 笠原　稔史
037 A 株式会社　堀田設備工業 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本951-2 代表取締役 堀田　周一郎
048 A 株式会社　小杉組 355-0111 埼玉県 吉見町 北下砂750 代表取締役 小杉　美登子
090 A クシダ工業株式会社　さいたま営業所 369-0201 埼玉県 深谷市 岡2-13-31 所長 茂木　浩二
134 A 株式会社朝日工業社　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 支店長 山沖　文雄
149 A イーテクノス　株式会社 360-0025 埼玉県 熊谷市 太井37-6 代表取締役 久保田　努
223 A 株式会社清水アーネット　熊谷本社 360-8521 埼玉県 熊谷市 問屋町4-3-2 代表取締役 清水　龍男
225 A シンテック　株式会社 369-1302 埼玉県 長瀞町 野上下郷3337-1 代表取締役 髙橋　喜美江
244 A 株式会社ケーアイ　熊谷支店 360-0816 埼玉県 熊谷市 石原1401-25 支店長 髙橋　俊雄
285 A 昭和工業　株式会社 350-0824 埼玉県 川越市 石原町2-58-16 代表取締役 石井　成人
308 A 加藤商事　株式会社 359-1118 埼玉県 所沢市 けやき台2-31-2 代表取締役 加藤　一博
313 A タカモリ空調サービス　株式会社 355-0152 埼玉県 吉見町 和名46-129 代表取締役 森尾　英之
346 A 埼玉設備工業　株式会社 350-1131 埼玉県 川越市 岸町1-15-16 代表取締役 有山　紀之
350 A 株式会社　あさひテクノ 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町6-8 代表取締役 林　和利
370 A 株式会社　環境サービス 355-0316 埼玉県 小川町 角山1045 代表取締役 原　一
381 A 布施田電機　株式会社 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本2264 代表取締役 布施田　靖寛
387 A 株式会社　おぎでん 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井1865-2 代表取締役 平野　敦照
421 A 株式会社　イートラスト埼玉 361-0071 埼玉県 行田市 栄町8-12 代表取締役 山本　和利
433 A 昱株式会社　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 支店長 山本　克弥
443 A 有限会社　金子設備 355-0077 埼玉県 東松山市 上唐子1401 代表取締役 金子　雅俊
444 A 有限会社　友田商店 355-0015 埼玉県 東松山市 本町1-1-9 代表取締役 佐藤　裕里
456 A ムサシ産業機械　株式会社 360-0824 埼玉県 熊谷市 見晴町206 代表取締役 江原　幸弘
479 A エコサービス　株式会社 366-0010 埼玉県 深谷市 高島568-1 代表取締役 青木　伸正
495 A 株式会社　丸電 331-0052 埼玉県 さいたま市 西区三橋5-1834-1 代表取締役 丸山　正
515 A 株式会社　オキナヤ 360-0114 埼玉県 熊谷市 江南中央2-17-1 代表取締役 藤間　太郎
519 A アクアイースト　株式会社 353-0001 埼玉県 志木市 上宗岡2-20-31 代表取締役 大村　相基

管工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
024 A 富士建設工業　株式会社 950-3102 新潟県 新潟市 北区島見町3307-16 代表取締役 鳴海　利彦
102 A タカラビルメン　株式会社 301-0002 茨城県 龍ヶ崎市 中根台4-10-1 代表取締役 中込　太郎
352 A 株式会社　コモンテックス 950-0943 新潟県 新潟市 中央区女池神明2-3-12 代表取締役 鈴木　洋康

タイル・れんが・ブロック工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
072 A 大成建設株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-16 支店長 浅田　佳之
099 A 株式会社フジタ　関東支店 330-8669 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-7-5 上席執行役員支店長 三浦　隆一
150 A 永田建設　株式会社 369-1243 埼玉県 深谷市 永田1748 代表取締役 野村　満
264 A 清水建設株式会社　関東支店 330-0853 埼玉県 さいたま市 大宮区錦町682-2 常務執行役員支店長 谷口　寛明
347 A 株式会社熊谷組　埼玉営業所 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-80-1 所長 林　宣行

鋼構造物工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
007 A 株式会社　大野工務所 355-0021 埼玉県 東松山市 神明町1-2-1 代表取締役 大野　年章
016 A 株式会社　ケージーエム 360-0162 埼玉県 熊谷市 村岡306-1 代表取締役 小林　正裕
023 A 三光建設　株式会社 350-0812 埼玉県 川越市 下小坂458-4 代表取締役 栗原　雄一
028 A 守屋八潮建設　株式会社 368-0046 埼玉県 秩父市 宮側町14-16 代表取締役 山口　浩人
046 A 株式会社　関東建設 350-0826 埼玉県 川越市 上寺山171-1 代表取締役 栗田　喜行
048 A 株式会社　小杉組 355-0111 埼玉県 吉見町 北下砂750 代表取締役 小杉　美登子
058 A 古郡建設株式会社 366-0026 埼玉県 深谷市 稲荷町2-10-6 代表取締役 古郡　栄一
075 A 株式会社　ユーディケー 330-8585 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町5-7-11 代表取締役 関根　信次
079 A 東武谷内田建設株式会社　東上営業所 355-0063 埼玉県 東松山市 元宿1-19-1 所長 榎本　学
080 A 株式会社　興和建設 355-0047 埼玉県 東松山市 高坂1030-8 代表取締役 上田　武史
081 A 岩堀建設工業　株式会社 350-0041 埼玉県 川越市 六軒町1-3-10 代表取締役 岩堀　和久
086 A 埼玉ライナー　株式会社 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井552 代表取締役 宮田　哲
092 A 株式会社　山英 360-0842 埼玉県 熊谷市 新堀新田646-19 代表取締役 須藤　将博
117 A 株式会社　田中工業 350-0321 埼玉県 鳩山町 赤沼447 代表取締役 田中　亮圭
130 A 有限会社　小川土木 355-0002 埼玉県 東松山市 東平2067-2 代表取締役 小川　達也
153 A 株式会社　シオノ工業 350-8023 埼玉県 川越市 神明町23-15 代表取締役 伏見　有朋
154 A 株式会社　アンゼン 355-0034 埼玉県 東松山市 柏崎832-1 代表取締役 伊藤　満直
167 A 株式会社　須長建設 355-0036 埼玉県 東松山市 下野本1325-1 代表取締役 須長　義晴
168 A 中里建設　株式会社 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町1-2-6 代表取締役 中里　一夫
170 A 小川工業株式会社　熊谷営業所 360-0025 埼玉県 熊谷市 太井1827 営業所長 吉野　照一
180 A 株式会社　川村建設工業 364-0006 埼玉県 北本市 北本4-273 代表取締役 川村　和久
195 A 株式会社淺沼組　さいたま支店 336-0027 埼玉県 さいたま市 南区沼影1-10-1 支店長 西井　基永
205 A 関東建設工業株式会社　さいたま支店 331-0814 埼玉県 さいたま市 北区東大成町1-548-3 支店長 加藤　雄一
209 A 丸和工業株　式会社 364-0002 埼玉県 北本市 宮内5-351 代表取締役 矢部　利人
213 A 寄居建設株式会社　比企支店 355-0814 埼玉県 滑川町 みなみ野3-7-6 支店長 森　繁
214 A 有限会社　日野土建 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町1-5-23 代表取締役 日野　浩
231 A 日清建設　株式会社 330-0052 埼玉県 さいたま市 浦和区本太1-9-5 代表取締役 猪股　和則
233 A 西武建設株式会社　関東支店 359-0045 埼玉県 所沢市 美原町5-2019-7 支店長 茂木　義和
250 A 株式会社　中村組 355-0118 埼玉県 吉見町 下細谷306-1 代表取締役 中村　善博
254 A 県央事業協同組合 364-0026 埼玉県 北本市 荒井1-220-3 代表理事 川村　真弓
271 A 石川建設株式会社　埼玉北支店 366-0828 埼玉県 深谷市 東大沼307-1 取締役執行役員 田村　稔
272 A 国土緑工　株式会社 355-0076 埼玉県 東松山市 下唐子1429-25 代表取締役 高木　俊之
285 A 昭和工業　株式会社 350-0824 埼玉県 川越市 石原町2-58-16 代表取締役 石井　成人
294 A 吉澤建設工業　株式会社 369-1234 埼玉県 寄居町 折原2085-1 代表取締役 吉澤　尚登
301 A 株式会社　ウエスト工業 362-0061 埼玉県 上尾市 藤波4-75 代表取締役 西原　正治
318 A 株式会社　利根川建設 350-0162 埼玉県 川島町 正直595 代表取締役 利根川　博
339 A 日本国土開発株式会社　北関東営業所 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町2-25 所長 鈴木　文隆
370 A 株式会社　環境サービス 355-0316 埼玉県 小川町 角山1045 代表取締役 原　一
375 A 株式会社　武田衞土建工業 350-0321 埼玉県 鳩山町 赤沼34-7 代表取締役 武田　衞
410 A 株式会社　島村工業 350-0127 埼玉県 川島町 牛ケ谷戸489 代表取締役 島村　健
412 A 伊田テクノス　株式会社 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町2-1-1 代表取締役 楢崎　亘
443 A 有限会社　金子設備 355-0077 埼玉県 東松山市 上唐子1401 代表取締役 金子　雅俊
450 A 日本コムシス株式会社　関東中支店 335-0031 埼玉県 戸田市 美女木1141-38 執行役員関東中支店 菊池　太志
538 A 株式会社関電工　埼玉支店 330-8564 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-9-6　大宮センタービル9階 常務執行役員支店長 挾間　義浩

ほ装工事



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
086 A 埼玉ライナー　株式会社 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井552 代表取締役 宮田　哲
372 A ミザック株式会社　東京支店 100-0011 東京都 千代田区 内幸町1-3-3 支店長 山﨑　慶祐

しゅんせつ工事



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
051 A 双葉工業　株式会社 347-0009 埼玉県 加須市 三俣1-4-21 代表取締役 山下　太一郎
057 A 株式会社　金子工務店 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚3-3-8 代表取締役 金子　智一
086 A 埼玉ライナー　株式会社 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井552 代表取締役 宮田　哲
092 A 株式会社　山英 360-0842 埼玉県 熊谷市 新堀新田646-19 代表取締役 須藤　将博
110 A 埼北産業　株式会社 331-0811 埼玉県 さいたま市 北区吉野町1-394 代表取締役 小川　裕児
129 A 株式会社　吉田工務店 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町1-1 代表取締役 吉田　眞一
154 A 株式会社　アンゼン 355-0034 埼玉県 東松山市 柏崎832-1 代表取締役 伊藤　満直
186 A 株式会社　東武建鉄 355-0106 埼玉県 吉見町 中曽根312 代表取締役 野村　忠次
281 A 松坂屋建材　株式会社 360-0833 埼玉県 熊谷市 広瀬165 代表取締役 大澤　伸一郎
301 A 株式会社　ウエスト工業 362-0061 埼玉県 上尾市 藤波4-75 代表取締役 西原　正治
308 A 加藤商事　株式会社 359-1118 埼玉県 所沢市 けやき台2-31-2 代表取締役 加藤　一博
424 A 株式会社　木村カラー 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚2-2-16 代表取締役 木村　廣
469 A 埼玉ニットー　株式会社 361-0056 埼玉県 行田市 持田2085-3 取締役社長 木村　秀一
609 A 株式会社サンロード　西部営業所 350-0236 埼玉県 坂戸市 花影町8-54-201 営業所長 榎本　隆司

塗装工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
057 A 株式会社　金子工務店 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚3-3-8 代表取締役 金子　智一
092 A 株式会社　山英 360-0842 埼玉県 熊谷市 新堀新田646-19 代表取締役 須藤　将博
127 A 有限会社　野沢綜合防水 355-0802 埼玉県 滑川町 山田2392-1 代表取締役 野澤　一郎
153 A 株式会社　シオノ工業 350-8023 埼玉県 川越市 神明町23-15 代表取締役 伏見　有朋
186 A 株式会社　東武建鉄 355-0106 埼玉県 吉見町 中曽根312 代表取締役 野村　忠次
281 A 松坂屋建材　株式会社 360-0833 埼玉県 熊谷市 広瀬165 代表取締役 大澤　伸一郎
365 A 燦クリーン　株式会社 359-1141 埼玉県 所沢市 小手指町1-42-24 代表取締役 小肥　博
424 A 株式会社　木村カラー 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚2-2-16 代表取締役 木村　廣

防水工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
040 A 株式会社タナベ建設　比企支店 355-0110 埼玉県 吉見町 東野3-2-12 比企支店長 熊井　敏夫
057 A 株式会社　金子工務店 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚3-3-8 代表取締役 金子　智一
281 A 松坂屋建材　株式会社 360-0833 埼玉県 熊谷市 広瀬165 代表取締役 大澤　伸一郎
424 A 株式会社　木村カラー 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚2-2-16 代表取締役 木村　廣
460 A 埼玉小川産業　有限会社 355-0167 埼玉県 吉見町 田甲615 代表取締役 小川　覚太郎

内装仕上工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
024 A 富士建設工業　株式会社 950-3102 新潟県 新潟市 北区島見町3307-16 代表取締役 鳴海　利彦
026 A 白川舞台機構　株式会社 338-0835 埼玉県 さいたま市 桜区道場709-1 代表取締役 白川　裕司
030 A 産晃商事　株式会社 330-0835 埼玉県 さいたま市 大宮区北袋町1-82 代表取締役 中村　孝
037 A 株式会社　堀田設備工業 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本951-2 代表取締役 堀田　周一郎
088 A クシダ工業　株式会社 370-0042 群馬県 高崎市 貝沢町甲965 代表取締役 串田　洋介
102 A タカラビルメン　株式会社 301-0002 茨城県 龍ヶ崎市 中根台4-10-1 代表取締役 中込　太郎
223 A 株式会社清水アーネット　熊谷本社 360-8521 埼玉県 熊谷市 問屋町4-3-2 代表取締役 清水　龍男
346 A 埼玉設備工業　株式会社 350-1131 埼玉県 川越市 岸町1-15-16 代表取締役 有山　紀之
350 A 株式会社　あさひテクノ 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町6-8 代表取締役 林　和利
352 A 株式会社　コモンテックス 950-0943 新潟県 新潟市 中央区女池神明2-3-12 代表取締役 鈴木　洋康
365 A 燦クリーン　株式会社 359-1141 埼玉県 所沢市 小手指町1-42-24 代表取締役 小肥　博
377 A 理水化学株式会社　埼玉営業所 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤9-11-12 所長 竹村　洋平
433 A 昱株式会社　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 支店長 山本　克弥
456 A ムサシ産業機械　株式会社 360-0824 埼玉県 熊谷市 見晴町206 代表取締役 江原　幸弘
479 A エコサービス　株式会社 366-0010 埼玉県 深谷市 高島568-1 代表取締役 青木　伸正
515 A 株式会社　オキナヤ 360-0114 埼玉県 熊谷市 江南中央2-17-1 代表取締役 藤間　太郎

機械器具設置工事



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
020 A 株式会社　ハローベル 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本1813-1 代表取締役 山﨑　薫
073 A 株式会社　早川電工 369-0014 埼玉県 鴻巣市 筑波2-2-11 代表取締役 早川　隆治
088 A クシダ工業　株式会社 370-0042 群馬県 高崎市 貝沢町甲965 代表取締役 串田　洋介
094 A 日神電子株式会社　北関東支店 331-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町3-515-2 支店長 齋藤　慶治
104 A 株式会社富士通ゼネラル　情報通信ネットワーク営業部 213-8502 神奈川県 川崎市 高津区末長3-3-17 部長 新田　洋司
113 A 株式会社　彩電業社 332-0034 埼玉県 川口市 並木3-27-15 代表取締役 田中　利和
149 A イーテクノス　株式会社 360-0025 埼玉県 熊谷市 太井37-6 代表取締役 久保田　努
190 A 沖電気工業株式会社　首都圏営業本部 105-8460 東京都 港区 虎ノ門1－7－12 本部長 池西　利勝
232 A 株式会社　エコー 366-0811 埼玉県 深谷市 人見399-4 代表取締役 逸見　公一

265 A 三信電気株式会社　ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 108-8404 東京都 港区 芝4-4-12
取締役常務執行役員
ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部長

森　祐二

310 A 三峰無線株式会社　北関東支店 337-0008 埼玉県 さいたま市 見沼区春岡3-5-13 支店長 山川　一郎
340 A 日本電気株式会社　関東甲信越支社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17 支社長 田口　卓
357 A 日本無線株式会社　埼玉営業所 356-8580 埼玉県 ふじみ野市 福岡2-1-12 所長 恩田　和哉
360 A 株式会社　ピーシーテレコム 338-0006 埼玉県 さいたま市 中央区八王子2-2-16 代表取締役 小川　幸夫
362 A 株式会社　大庭電気商会 350-1123 埼玉県 川越市 脇田本町25-1 代表取締役 大庭　正巳
379 A 株式会社電成社　東松山支店 355-0037 埼玉県 東松山市 若松町2-16-3 取締役支店長 大川　和幸
384 A 綜合警備保障　株式会社 107-8511 東京都 港区 元赤坂1-6-6 代表取締役 青山　幸恭
387 A 株式会社　おぎでん 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井1865-2 代表取締役 平野　敦照
391 A 株式会社　躍進電機 366-0051 埼玉県 深谷市 上柴町東4-11-2 代表取締役 矢嶋　博和
404 A OKIｸﾛｽﾃｯｸ株式会社　第二支社 338-0014 埼玉県 さいたま市 中央区上峰3-10-5 支社長 佐藤　真央
414 A 飯島電器工事　株式会社 350-0032 埼玉県 川越市 大仙波431-1 代表取締役 飯島　将史
416 A 埼玉田中電気　株式会社 336-0026 埼玉県 さいたま市 南区辻1-3-18 代表取締役 田中　栄三
421 A 株式会社　イートラスト埼玉 361-0071 埼玉県 行田市 栄町8-12 代表取締役 山本　和利
433 A 昱株式会社　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 支店長 山本　克弥
450 A 日本コムシス株式会社　関東中支店 335-0031 埼玉県 戸田市 美女木1141-38 執行役員関東中支店 菊池　太志
495 A 株式会社　丸電 331-0052 埼玉県 さいたま市 西区三橋5-1834-1 代表取締役 丸山　正
496 A 株式会社　ユーテック 331-0052 埼玉県 さいたま市 西区三橋5-1834-1 代表取締役 細田　英明
509 A 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 執行役員埼玉事業部 石川　達
523 A 株式会社　NTT東日本ｰ関信越 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 代表取締役 石川　達
527 A 東京システム特機　株式会社 102-0072 東京都 千代田区 飯田橋4-5-11 代表取締役 吉田　光男
538 A 株式会社関電工　埼玉支店 330-8564 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-9-6　大宮センタービル9階 常務執行役員支店長 挾間　義浩
606 A NECネッツエスアイ株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17 支店長 大茂　博和

電気通信工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
021 A 株式会社　増田造園 355-0305 埼玉県 小川町 能増559-6 代表取締役 増田　圭亮
057 A 株式会社　金子工務店 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚3-3-8 代表取締役 金子　智一
167 A 株式会社　須長建設 355-0036 埼玉県 東松山市 下野本1325-1 代表取締役 須長　義晴
223 A 株式会社清水アーネット　熊谷本社 360-8521 埼玉県 熊谷市 問屋町4-3-2 代表取締役 清水　龍男
272 A 国土緑工　株式会社 355-0076 埼玉県 東松山市 下唐子1429-25 代表取締役 高木　俊之
318 A 株式会社　利根川建設 350-0162 埼玉県 川島町 正直595 代表取締役 利根川　博
516 A 株式会社　鈴木造園 355-0035 埼玉県 東松山市 古凍1118-6 代表取締役 鈴木　勲

造園工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
330 A フルテック株式会社　埼玉支店 338-0823 埼玉県 さいたま市 桜区栄和1-14-8 支店長 成田　卓哉
482 A ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ株式会社　熊谷営業所 360-0013 埼玉県 熊谷市 中西2-5-6 所長 岸　哲哉

建具工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
007 A 株式会社　大野工務所 355-0021 埼玉県 東松山市 神明町1-2-1 代表取締役 大野　年章
046 A 株式会社　関東建設 350-0826 埼玉県 川越市 上寺山171-1 代表取締役 栗田　喜行
048 A 株式会社　小杉組 355-0111 埼玉県 吉見町 北下砂750 代表取締役 小杉　美登子
050 A 株式会社安藤・間　埼玉営業所 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町1-104 所長 加藤　秋哉
058 A 古郡建設株式会社 366-0026 埼玉県 深谷市 稲荷町2-10-6 代表取締役 古郡　栄一
072 A 大成建設株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-16 支店長 浅田　佳之
075 A 株式会社　ユーディケー 330-8585 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町5-7-11 代表取締役 関根　信次
079 A 東武谷内田建設株式会社　東上営業所 355-0063 埼玉県 東松山市 元宿1-19-1 所長 榎本　学
090 A クシダ工業株式会社　さいたま営業所 369-0201 埼玉県 深谷市 岡2-13-31 所長 茂木　浩二
099 A 株式会社フジタ　関東支店 330-8669 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-7-5 上席執行役員支店長 三浦　隆一
100 A 株式会社鴻池組　さいたま営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-4-3 所長 小田　剛史
117 A 株式会社　田中工業 350-0321 埼玉県 鳩山町 赤沼447 代表取締役 田中　亮圭
161 A 佐藤工業株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-12-12 所長 佐藤　祐喜
167 A 株式会社　須長建設 355-0036 埼玉県 東松山市 下野本1325-1 代表取締役 須長　義晴
180 A 株式会社　川村建設工業 364-0006 埼玉県 北本市 北本4-273 代表取締役 川村　和久
195 A 株式会社淺沼組　さいたま支店 336-0027 埼玉県 さいたま市 南区沼影1-10-1 支店長 西井　基永
205 A 関東建設工業株式会社　さいたま支店 331-0814 埼玉県 さいたま市 北区東大成町1-548-3 支店長 加藤　雄一
213 A 寄居建設株式会社　比企支店 355-0814 埼玉県 滑川町 みなみ野3-7-6 支店長 森　繁
225 A シンテック　株式会社 369-1302 埼玉県 長瀞町 野上下郷3337-1 代表取締役 髙橋　喜美江
256 A 三ツ和総合建設業協同組合　熊谷営業所 360-0041 埼玉県 熊谷市 宮町2-144 所長 髙橋　秀明
264 A 清水建設株式会社　関東支店 330-0853 埼玉県 さいたま市 大宮区錦町682-2 常務執行役員支店長 谷口　寛明
271 A 石川建設株式会社　埼玉北支店 366-0828 埼玉県 深谷市 東大沼307-1 取締役執行役員 田村　稔
294 A 吉澤建設工業　株式会社 369-1234 埼玉県 寄居町 折原2085-1 代表取締役 吉澤　尚登
308 A 加藤商事　株式会社 359-1118 埼玉県 所沢市 けやき台2-31-2 代表取締役 加藤　一博
339 A 日本国土開発株式会社　北関東営業所 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町2-25 所長 鈴木　文隆
347 A 株式会社熊谷組　埼玉営業所 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-80-1 所長 林　宣行
350 A 株式会社　あさひテクノ 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町6-8 代表取締役 林　和利
372 A ミザック株式会社　東京支店 100-0011 東京都 千代田区 内幸町1-3-3 支店長 山﨑　慶祐
377 A 理水化学株式会社　埼玉営業所 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤9-11-12 所長 竹村　洋平
410 A 株式会社　島村工業 350-0127 埼玉県 川島町 牛ケ谷戸489 代表取締役 島村　健
433 A 昱株式会社　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 支店長 山本　克弥
450 A 日本コムシス株式会社　関東中支店 335-0031 埼玉県 戸田市 美女木1141-38 執行役員関東中支店 菊池　太志
494 A 西松建設株式会社　さいたま営業所 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤7-1-22 所長 塩月　知道

水道施設工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
017 A ソーセツエンジニアリング　株式会社 360-0833 埼玉県 熊谷市 広瀬416-1 代表取締役 熊井戸　啓二
020 A 株式会社　ハローベル 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本1813-1 代表取締役 山﨑　薫
032 A 丸京商事　株式会社 369-0031 埼玉県 秩父市 上野町29-23 代表取締役 笠原　稔史
037 A 株式会社　堀田設備工業 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本951-2 代表取締役 堀田　周一郎
041 A 株式会社　長井電機 360-0817 埼玉県 熊谷市 新島259-5 代表取締役 長井　真理
073 A 株式会社　早川電工 369-0014 埼玉県 鴻巣市 筑波2-2-11 代表取締役 早川　隆治
102 A タカラビルメン　株式会社 301-0002 茨城県 龍ヶ崎市 中根台4-10-1 代表取締役 中込　太郎
113 A 株式会社　彩電業社 332-0034 埼玉県 川口市 並木3-27-15 代表取締役 田中　利和
134 A 株式会社朝日工業社　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 支店長 山沖　文雄
148 A 相馬電業　株式会社 351-0114 埼玉県 和光市 本町5-18 代表取締役 古小高　収
149 A イーテクノス　株式会社 360-0025 埼玉県 熊谷市 太井37-6 代表取締役 久保田　努
151 A 株式会社　東電工業社 360-0826 埼玉県 熊谷市 赤城町3-163-7 代表取締役 中嶋　明彦
190 A 相馬電業　株式会社 105-8460 東京都 港区 虎ノ門1－7－12 本部長 池西　利勝
223 A 株式会社清水アーネット　熊谷本社 360-8521 埼玉県 熊谷市 問屋町4-3-2 代表取締役 清水　龍男
225 A シンテック　株式会社 369-1302 埼玉県 長瀞町 野上下郷3337-1 代表取締役 髙橋　喜美江
232 A 株式会社　エコー 366-0811 埼玉県 深谷市 人見399-4 代表取締役 逸見　公一
244 A 株式会社ケーアイ　熊谷支店 360-0816 埼玉県 熊谷市 石原1401-25 支店長 髙橋　俊雄
277 A 株式会社　西島電設 355-0155 埼玉県 吉見町 北吉見2577 代表取締役 西島　堅一
323 A 温井自動車工業　株式会社 370-1203 群馬県 高崎市 矢中町821 代表取締役 温井　勲雄
346 A 埼玉設備工業　株式会社 350-1131 埼玉県 川越市 岸町1-15-16 代表取締役 有山　紀之
362 A 株式会社　大庭電気商会 350-1123 埼玉県 川越市 脇田本町25-1 代表取締役 大庭　正巳
379 A 株式会社電成社　東松山支店 355-0037 埼玉県 東松山市 若松町2-16-3 取締役支店長 大川　和幸
381 A 布施田電機　株式会社 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本2264 代表取締役 布施田　靖寛
384 A 綜合警備保障　株式会社 107-8511 東京都 港区 元赤坂1-6-6 代表取締役 青山　幸恭
387 A 株式会社　おぎでん 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井1865-2 代表取締役 平野　敦照
391 A 株式会社　躍進電機 366-0051 埼玉県 深谷市 上柴町東4-11-2 代表取締役 矢嶋　博和
394 A 坂戸防災　株式会社 350-0235 埼玉県 坂戸市 三光町36-1 代表取締役 梅澤　將明
396 A 熊谷電機　株式会社 360-0033 埼玉県 熊谷市 曙町4-92 代表取締役 小林　弥寿弘
416 A 埼玉田中電気　株式会社 336-0026 埼玉県 さいたま市 南区辻1-3-18 代表取締役 田中　栄三
421 A 株式会社　イートラスト埼玉 361-0071 埼玉県 行田市 栄町8-12 代表取締役 山本　和利
456 A ムサシ産業機械　株式会社 360-0824 埼玉県 熊谷市 見晴町206 代表取締役 江原　幸弘
472 A 株式会社　サイボウ 337-0004 埼玉県 さいたま市 見沼区卸町2-6-15 代表取締役 結城　剛
485 A 株式会社　カナイ消防機材 350-1153 埼玉県 川越市 下松原639-4 代表取締役 金井　隆男
495 A 株式会社　丸電 331-0052 埼玉県 さいたま市 西区三橋5-1834-1 代表取締役 丸山　正
508 A 株式会社　ナショナル消防化学 360-0012 埼玉県 熊谷市 上之2919-1 代表取締役 山口　寿人
515 A 株式会社　オキナヤ 360-0114 埼玉県 熊谷市 江南中央2-17-1 代表取締役 藤間　太郎
519 A アクアイースト　株式会社 353-0001 埼玉県 志木市 上宗岡2-20-31 代表取締役 大村　相基

消防施設工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
352 A 株式会社　コモンテックス 950-0943 新潟県 新潟市 中央区女池神明2-3-12 代表取締役 鈴木　洋康
479 A エコサービス　株式会社 366-0010 埼玉県 深谷市 高島568-1 代表取締役 青木　伸正

清掃施設工事業



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
007 A 株式会社　大野工務所 355-0021 埼玉県 東松山市 神明町1-2-1 代表取締役 大野　年章
023 A 三光建設　株式会社 350-0812 埼玉県 川越市 下小坂458-4 代表取締役 栗原　雄一
028 A 守屋八潮建設　株式会社 368-0046 埼玉県 秩父市 宮側町14-16 代表取締役 山口　浩人
038 A 株式会社　内山商事 332-0002 埼玉県 川口市 弥平3-7-17 代表取締役 中林　和彦
039 A 関東建設興業　株式会社 361-0036 埼玉県 行田市 桶上272 代表取締役 須永　一磨
046 A 株式会社　関東建設 350-0826 埼玉県 川越市 上寺山171-1 代表取締役 栗田　喜行
050 A 株式会社安藤・間　埼玉営業所 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町1-104 所長 加藤　秋哉
058 A 古郡建設株式会社 366-0026 埼玉県 深谷市 稲荷町2-10-6 代表取締役 古郡　栄一
072 A 大成建設株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-16 支店長 浅田　佳之
075 A 株式会社　ユーディケー 330-8585 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町5-7-11 代表取締役 関根　信次
080 A 株式会社　興和建設 355-0047 埼玉県 東松山市 高坂1030-8 代表取締役 上田　武史
081 A 岩堀建設工業　株式会社 350-0041 埼玉県 川越市 六軒町1-3-10 代表取締役 岩堀　和久
099 A 株式会社フジタ　関東支店 330-8669 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-7-5 上席執行役員支店長 三浦　隆一
100 A 株式会社鴻池組　さいたま営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-4-3 所長 小田　剛史
107 A 東亜建設工業株式会社　北関東営業所 336-0017 埼玉県 さいたま市 南区南浦和2-27-13 北関東営業所長 阿久井　伸芳
129 A 株式会社　吉田工務店 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町1-1 代表取締役 吉田　眞一
150 A 永田建設　株式会社 369-1243 埼玉県 深谷市 永田1748 代表取締役 野村　満
153 A 株式会社　シオノ工業 350-8023 埼玉県 川越市 神明町23-15 代表取締役 伏見　有朋
161 A 佐藤工業株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-12-12 所長 佐藤　祐喜
168 A 中里建設　株式会社 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町1-2-6 代表取締役 中里　一夫
170 A 小川工業株式会社　熊谷営業所 360-0025 埼玉県 熊谷市 太井1827 営業所長 吉野　照一
180 A 株式会社　川村建設工業 364-0006 埼玉県 北本市 北本4-273 代表取締役 川村　和久
186 A 株式会社　東武建鉄 355-0106 埼玉県 吉見町 中曽根312 代表取締役 野村　忠次
195 A 株式会社淺沼組　さいたま支店 336-0027 埼玉県 さいたま市 南区沼影1-10-1 支店長 西井　基永
209 A 丸和工業株　式会社 364-0002 埼玉県 北本市 宮内5-351 代表取締役 矢部　利人
213 A 寄居建設株式会社　比企支店 355-0814 埼玉県 滑川町 みなみ野3-7-6 支店長 森　繁
231 A 日清建設　株式会社 330-0052 埼玉県 さいたま市 浦和区本太1-9-5 代表取締役 猪股　和則
233 A 西武建設株式会社　関東支店 359-0045 埼玉県 所沢市 美原町5-2019-7 支店長 茂木　義和
242 A 松井建設株式会社　関東営業所 330-0055 埼玉県 さいたま市 浦和区東高砂町5-8 所長 草嶋　敏雄
250 A 株式会社　中村組 355-0118 埼玉県 吉見町 下細谷306-1 代表取締役 中村　善博
256 A 三ツ和総合建設業協同組合　熊谷営業所 360-0041 埼玉県 熊谷市 宮町2-144 所長 髙橋　秀明
271 A 石川建設株式会社　埼玉北支店 366-0828 埼玉県 深谷市 東大沼307-1 取締役執行役員 田村　稔
294 A 吉澤建設工業　株式会社 369-1234 埼玉県 寄居町 折原2085-1 代表取締役 吉澤　尚登
339 A 日本国土開発株式会社　北関東営業所 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町2-25 所長 鈴木　文隆
347 A 株式会社熊谷組　埼玉営業所 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-80-1 所長 林　宣行
410 A 株式会社　島村工業 350-0127 埼玉県 川島町 牛ケ谷戸489 代表取締役 島村　健
412 A 伊田テクノス　株式会社 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町2-1-1 代表取締役 楢崎　亘
491 A 株式会社　河野解体工業 346-0022 埼玉県 久喜市 下早見1591 代表取締役 河野　富美男
494 A 西松建設株式会社　さいたま営業所 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤7-1-22 所長 塩月　知道
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