
八幡平市営建設工事等請負資格者名簿
（建設工事）

（令和４年４月１日～令和６年３月31日 適用）

令和５年１月１日 現在



1 鹿島道路株式会社西根出張所 市内 岩手県八幡平市大更２３地割７５番地１４ 土木一式 Ａ

1 鹿島道路株式会社西根出張所 市内 岩手県八幡平市大更２３地割７５番地１４ 舗装 Ａ

2 有限会社高橋工務店 市内 岩手県八幡平市田頭第２地割１０番地８ 建築一式 Ｃ

3 藤根建設株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１２地割２３番地２ 土木一式 Ａ

3 藤根建設株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１２地割２３番地２ 舗装 Ａ

4 株式会社遠忠 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１の５ 土木一式 Ａ

4 株式会社遠忠 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１の５ 建築一式 Ａ

4 株式会社遠忠 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１の５ とび・土工・コンクリート ○

4 株式会社遠忠 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１の５ 屋根 ○

4 株式会社遠忠 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１の５ 管 Ａ

4 株式会社遠忠 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１の５ 舗装 Ａ

4 株式会社遠忠 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１の５ 塗装 ○

4 株式会社遠忠 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１の５ 防水 ○

4 株式会社遠忠 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１の５ 水道施設 ○

4 株式会社遠忠 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割８番地の１の５ 解体 ○

5 有限会社吉忠組 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１７地割１５９番地２ 土木一式 Ｂ

5 有限会社吉忠組 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１７地割１５９番地２ 建築一式 Ｃ

5 有限会社吉忠組 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１７地割１５９番地２ 舗装 Ｂ

6 有限会社佐々長水道 市内 岩手県八幡平市田頭第１７地割７８番地 土木一式 Ｃ

6 有限会社佐々長水道 市内 岩手県八幡平市田頭第１７地割７８番地 管 Ｂ

6 有限会社佐々長水道 市内 岩手県八幡平市田頭第１７地割７８番地 水道施設 ○

7 株式会社山金組 市内 岩手県八幡平市石名坂下夕８番地３２ 土木一式 Ｂ

7 株式会社山金組 市内 岩手県八幡平市石名坂下夕８番地３２ 建築一式 Ｂ

7 株式会社山金組 市内 岩手県八幡平市石名坂下夕８番地３２ とび・土工・コンクリート ○

7 株式会社山金組 市内 岩手県八幡平市石名坂下夕８番地３２ 管 Ｂ

7 株式会社山金組 市内 岩手県八幡平市石名坂下夕８番地３２ 舗装 Ｂ

7 株式会社山金組 市内 岩手県八幡平市石名坂下夕８番地３２ 塗装 ○

7 株式会社山金組 市内 岩手県八幡平市石名坂下夕８番地３２ 解体 ○

8 株式会社工藤工務店 市内 岩手県八幡平市平舘第２８地割１番地２ 土木一式 Ｃ

8 株式会社工藤工務店 市内 岩手県八幡平市平舘第２８地割１番地２ 建築一式 Ｃ

8 株式会社工藤工務店 市内 岩手県八幡平市平舘第２８地割１番地２ 管 Ｂ

8 株式会社工藤工務店 市内 岩手県八幡平市平舘第２８地割１番地２ 舗装 Ｂ

9 有限会社工藤管工 市内 岩手県八幡平市田頭第８地割８４番地 土木一式 Ｃ

9 有限会社工藤管工 市内 岩手県八幡平市田頭第８地割８４番地 管 Ａ

9 有限会社工藤管工 市内 岩手県八幡平市田頭第８地割８４番地 水道施設 ○

10 有限会社小野寺工務所 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割２０番地５ 土木一式 Ｃ

10 有限会社小野寺工務所 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割２０番地５ 建築一式 Ｃ

11 清澤運輸有限会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１３地割３５７番地３９ 土木一式 Ｃ

12 有限会社工藤工務所建設 市内 岩手県八幡平市田頭第８地割１０９番地１１ 建築一式 Ｃ

13 有限会社藤久工務店 市内 岩手県八幡平市大更第３４地割３９５番地 建築一式 Ｃ

14 有限会社佐々木建設 市内 岩手県八幡平市大更第２０地割３６番地２ 建築一式 Ｃ

14 有限会社佐々木建設 市内 岩手県八幡平市大更第２０地割３６番地２ 塗装 ○

15 株式会社佐々木建築 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第２９地割１２１番地５ 建築一式 Ｃ

16 有限会社日栄電気 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第３５地割７３番地１ 電気 Ｂ

17 有限会社山田電気 市内 岩手県八幡平市石名坂下タ７番地１ 電気 Ｂ

17 有限会社山田電気 市内 岩手県八幡平市石名坂下タ７番地１ 消防施設 ○

18 株式会社工藤設備 市内 岩手県八幡平市大更第３２地割２７７番地１ 管 Ｂ

19 株式会社戸澤建設 市内 岩手県八幡平市赤坂田４５番地３ 土木一式 Ａ

19 株式会社戸澤建設 市内 岩手県八幡平市赤坂田４５番地３ 建築一式 Ａ

19 株式会社戸澤建設 市内 岩手県八幡平市赤坂田４５番地３ とび・土工・コンクリート ○

19 株式会社戸澤建設 市内 岩手県八幡平市赤坂田４５番地３ 管 Ｂ

19 株式会社戸澤建設 市内 岩手県八幡平市赤坂田４５番地３ 舗装 Ｂ

19 株式会社戸澤建設 市内 岩手県八幡平市赤坂田４５番地３ 塗装 ○

19 株式会社戸澤建設 市内 岩手県八幡平市赤坂田４５番地３ 造園 ○

19 株式会社戸澤建設 市内 岩手県八幡平市赤坂田４５番地３ 水道施設 ○

20 有限会社西根舗装建設 市内 岩手県八幡平市大更第３６地割５番地４２ 土木一式 Ｃ

20 有限会社西根舗装建設 市内 岩手県八幡平市大更第３６地割５番地４２ 舗装 Ｂ

21 有限会社藤喜建設 市内 岩手県八幡平市田頭第３２地割５９番地 建築一式 Ｃ

22 岩手建工株式会社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第２７地割１４０番地 土木一式 Ａ

22 岩手建工株式会社八幡平営業所 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第２７地割１４０番地 舗装 Ａ

23 株式会社北岩手電工 市内 岩手県八幡平市平舘第９地割２９０番地 電気 Ａ

23 株式会社北岩手電工 市内 岩手県八幡平市平舘第９地割２９０番地 消防施設 ○

24 高橋重機株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割４３１番地１ 土木一式 Ａ

24 高橋重機株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割４３１番地１ 舗装 Ａ

24 高橋重機株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割４３１番地１ 水道施設 ○

24 高橋重機株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割４３１番地１ 解体 ○

25 佐藤建築 市内 岩手県八幡平市左妻９７番地２ 建築一式 Ｃ

26 高橋建設株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割１５１番地 土木一式 Ｃ

26 高橋建設株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割１５１番地 建築一式 Ｃ

26 高橋建設株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割１５１番地 舗装 Ｂ

26 高橋建設株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割１５１番地 水道施設 ○

26 高橋建設株式会社 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１５地割１５１番地 解体 ○

27 山本建設株式会社 市内 岩手県八幡平市白沢口１３番地の１ 土木一式 Ｂ

27 山本建設株式会社 市内 岩手県八幡平市白沢口１３番地の１ 建築一式 Ｂ

27 山本建設株式会社 市内 岩手県八幡平市白沢口１３番地の１ とび・土工・コンクリート ○

27 山本建設株式会社 市内 岩手県八幡平市白沢口１３番地の１ 管 Ｂ

27 山本建設株式会社 市内 岩手県八幡平市白沢口１３番地の１ 舗装 Ａ
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27 山本建設株式会社 市内 岩手県八幡平市白沢口１３番地の１ 造園 ○

27 山本建設株式会社 市内 岩手県八幡平市白沢口１３番地の１ 解体 ○

28 株式会社高福組 市内 岩手県八幡平市柏台一丁目１番１号 土木一式 Ａ

28 株式会社高福組 市内 岩手県八幡平市柏台一丁目１番１号 建築一式 Ｂ

28 株式会社高福組 市内 岩手県八幡平市柏台一丁目１番１号 舗装 Ｂ

28 株式会社高福組 市内 岩手県八幡平市柏台一丁目１番１号 水道施設 ○

28 株式会社高福組 市内 岩手県八幡平市柏台一丁目１番１号 解体 ○

29 株式会社マルカツ塗装工業 市内 岩手県八幡平市堀切第９地割３８番地２ 塗装 ○

30 西根水道工業所 市内 岩手県八幡平市大更第１６地割１９１番地１ 管 Ｂ

31 佐藤建設合資会社 市内 岩手県八幡平市大更第２３地割１番地１ 土木一式 Ｂ

31 佐藤建設合資会社 市内 岩手県八幡平市大更第２３地割１番地１ 建築一式 Ｃ

31 佐藤建設合資会社 市内 岩手県八幡平市大更第２３地割１番地１ 舗装 Ｂ

32 株式会社高建工業 市内 岩手県八幡平市大更第２３地割１番地２８ 土木一式 Ａ

32 株式会社高建工業 市内 岩手県八幡平市大更第２３地割１番地２８ 建築一式 Ａ

32 株式会社高建工業 市内 岩手県八幡平市大更第２３地割１番地２８ 管 Ｂ

32 株式会社高建工業 市内 岩手県八幡平市大更第２３地割１番地２８ 舗装 Ｂ

32 株式会社高建工業 市内 岩手県八幡平市大更第２３地割１番地２８ 塗装 ○

32 株式会社高建工業 市内 岩手県八幡平市大更第２３地割１番地２８ 解体 ○

33 有限会社田村工業 市内 岩手県八幡平市松尾第３地割１５７番地 土木一式 Ｃ

33 有限会社田村工業 市内 岩手県八幡平市松尾第３地割１５７番地 大工 ○

34 ＴＳサプライ 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第２地割４６番地７ 塗装 ○

34 ＴＳサプライ 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第２地割４６番地７ 水道施設 ○

34 ＴＳサプライ 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第２地割４６番地７ 解体 ○

35 株式会社高建重機 市内 岩手県八幡平市平笠第２５地割９７番地１ 土木一式 Ｂ

35 株式会社高建重機 市内 岩手県八幡平市平笠第２５地割９７番地１ 舗装 Ｂ

36 三和塗装 市内 岩手県八幡平市大更第３７地割５２番地１ 塗装 ○

36 三和塗装 市内 岩手県八幡平市大更第３７地割５２番地１ 防水 ○

37 株式会社山本組 市内 岩手県八幡平市小柳田１８７番地２ 土木一式 Ｂ

37 株式会社山本組 市内 岩手県八幡平市小柳田１８７番地２ 建築一式 Ｃ

37 株式会社山本組 市内 岩手県八幡平市小柳田１８７番地２ とび・土工・コンクリート ○

37 株式会社山本組 市内 岩手県八幡平市小柳田１８７番地２ 舗装 Ｂ

37 株式会社山本組 市内 岩手県八幡平市小柳田１８７番地２ 水道施設 ○

37 株式会社山本組 市内 岩手県八幡平市小柳田１８７番地２ 解体 ○

38 株式会社安代鉄工所 市内 岩手県八幡平市山口４２番地２ 建築一式 Ｃ

39 有限会社畠山建築 市内 岩手県八幡平市細野９８番地３０７ 建築一式 Ｃ

40 匠工務店 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１地割５９０番地２９５ 建築一式 Ｃ

41 株式会社山口建設 市内 岩手県八幡平市大更第１１地割９９番地４ 土木一式 Ｃ

41 株式会社山口建設 市内 岩手県八幡平市大更第１１地割９９番地４ 舗装 Ｂ

42 株式会社北東地質ボーリング 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割６７番地４ さく井 ○

43 有限会社成田組 市内 岩手県八幡平市石名坂２４番地７ 土木一式 Ｂ

43 有限会社成田組 市内 岩手県八幡平市石名坂２４番地７ 舗装 Ｂ

44 有限会社陣川建設 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第３４地割１番地１ 土木一式 Ｃ

45 有限会社小山田燃料 市内 岩手県八幡平市荒屋新町１６番地 管 Ｂ

46 株式会社髙橋板金 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１３地割１４２番地 土木一式 Ｃ

46 株式会社髙橋板金 市内 岩手県八幡平市松尾寄木第１３地割１４２番地 解体 ○

日本ビルコン株式会社東日本事業本部北東北支社 盛岡 岩手県盛岡市飯岡新田６地割１４番地１ 電気 Ａ

1001 日本ビルコン株式会社東日本事業本部北東北支社 盛岡 岩手県盛岡市飯岡新田６地割１４番地１ 管 Ａ

1002 株式会社上の島 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１３６番地１ 土木一式 Ａ

1002 株式会社上の島 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１３６番地１ とび・土工・コンクリート ○

1002 株式会社上の島 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１３６番地１ 管 Ｂ

1002 株式会社上の島 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１３６番地１ 舗装 Ｂ

1002 株式会社上の島 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１３６番地１ 造園 ○

1002 株式会社上の島 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１３６番地１ 水道施設 ○

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 土木一式 Ａ

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 建築一式 Ａ

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 とび・土工・コンクリート ○

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 屋根 ○

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 管 Ｂ

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 タイル・れんが・ブロック ○

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 舗装 Ａ

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 塗装 ○

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 防水 ○

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 内装仕上 ○

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 建具 ○

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 水道施設 ○

1003 菱和建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ一丁目６番３０号 解体 ○

1004 株式会社ケイ・サービス 盛岡 岩手県盛岡市東見前７地割２０２番地２ 電気 Ｂ

1004 株式会社ケイ・サービス 盛岡 岩手県盛岡市東見前７地割２０２番地２ 管 Ｂ

1004 株式会社ケイ・サービス 盛岡 岩手県盛岡市東見前７地割２０２番地２ 機械器具設置 ○

1005 柴田工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市開運橋通１番４０号 土木一式 Ａ

1005 柴田工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市開運橋通１番４０号 とび・土工・コンクリート ○

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 土木一式 Ａ

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 建築一式 Ａ

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 大工 ○

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 とび・土工・コンクリート ○

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 石 ○

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 屋根 ○

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 タイル・れんが・ブロック ○
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1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 鋼構造物 ○

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 舗装 Ａ

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 しゅんせつ ○

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 塗装 ○

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 防水 ○

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 内装仕上 ○

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 水道施設 ○

1006 樋下建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１００番１号 解体 ○

1007 オリエンタル白石株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市大通一丁目３番４号 土木一式 Ａ

1007 オリエンタル白石株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市大通一丁目３番４号 とび・土工・コンクリート ○

1007 オリエンタル白石株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市大通一丁目３番４号 鋼構造物 ○

1008 東鉄工業株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通３丁目３番２号　 土木一式 Ａ

1008 東鉄工業株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通３丁目３番２号　 とび・土工・コンクリート ○

1008 東鉄工業株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通３丁目３番２号　 鋼構造物 ○

1008 東鉄工業株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通３丁目３番２号　 水道施設 ○

1009 株式会社梅津組北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町１９番２０号 土木一式 Ａ

1009 株式会社梅津組北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町１９番２０号 とび・土工・コンクリート ○

1009 株式会社梅津組北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町１９番２０号 舗装 Ａ

1010 東照建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市津志田町二丁目９番１３号 土木一式 Ｃ

1010 東照建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市津志田町二丁目９番１３号 建築一式 Ａ

1011 株式会社メグミ 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番２９号 土木一式 Ａ

1011 株式会社メグミ 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番２９号 建築一式 Ａ

1011 株式会社メグミ 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番２９号 とび・土工・コンクリート ○

1011 株式会社メグミ 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番２９号 舗装 Ｂ

1011 株式会社メグミ 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番２９号 塗装 ○

1011 株式会社メグミ 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番２９号 水道施設 ○

1011 株式会社メグミ 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番２９号 解体 ○

1012 マスプロ電工株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市みたけ６丁目１５－１６ 電気通信 ○

1013 有限会社熊谷塗装工業 盛岡 岩手県盛岡市南仙北二丁目１６番４８号 塗装 ○

1013 有限会社熊谷塗装工業 盛岡 岩手県盛岡市南仙北二丁目１６番４８号 防水 ○

1014 有限会社岩装 盛岡 岩手県盛岡市下田字船綱９５番地７ 塗装 ○

1015 共和電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上厨川字杉原１番地１ 電気 Ｂ

1016 株式会社高設 盛岡 岩手県盛岡市上厨川字横長根１０番地 管 Ａ

1016 株式会社高設 盛岡 岩手県盛岡市上厨川字横長根１０番地 水道施設 ○

1017 りんかい日産建設株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市内丸１７番１１号 土木一式 Ａ

1017 りんかい日産建設株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市内丸１７番１１号 建築一式 Ａ

1017 りんかい日産建設株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市内丸１７番１１号 しゅんせつ ○

1017 りんかい日産建設株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市内丸１７番１１号 水道施設 ○

1018 株式会社永伸 盛岡 岩手県盛岡市本宮三丁目３７番４６号 管 Ｂ

1019 岩手ノーミ株式会社 盛岡 岩手県盛岡市青山二丁目２０番５号 電気 Ｂ

1019 岩手ノーミ株式会社 盛岡 岩手県盛岡市青山二丁目２０番５号 電気通信 ○

1019 岩手ノーミ株式会社 盛岡 岩手県盛岡市青山二丁目２０番５号 消防施設 ○

建設塗装工業株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通４番５号　仙建ビル２０６ 塗装 ○

1021 株式会社みちのくリアライズ 盛岡 岩手県盛岡市津志田中央二丁目３番３３号 土木一式 Ａ

1021 株式会社みちのくリアライズ 盛岡 岩手県盛岡市津志田中央二丁目３番３３号 とび・土工・コンクリート ○

1022 東亜道路工業株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町１９番２０号 土木一式 Ａ

1022 東亜道路工業株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町１９番２０号 舗装 Ａ

1023 有限会社三盛塗装工業 盛岡 岩手県盛岡市羽場１地割９３番地 塗装 ○

1024 有限会社豊香園 盛岡 岩手県盛岡市本町通ニ丁目５番１０号 造園 ○

1025 フェンス工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市月が丘三丁目３１番４１号 とび・土工・コンクリート ○

1025 フェンス工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市月が丘三丁目３１番４１号 鋼構造物 ○

1026 株式会社日本ピーエス岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通７番１７号橋市盛岡駅前マンション８０１号 土木一式 Ａ

1026 株式会社日本ピーエス岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通７番１７号橋市盛岡駅前マンション８０１号 とび・土工・コンクリート ○

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 土木一式 Ａ

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 建築一式 Ｃ

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 とび・土工・コンクリート ○

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 石 ○

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 鋼構造物 ○

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 舗装 Ａ

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 しゅんせつ ○

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 塗装 ○

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 防水 ○

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 造園 ○

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 水道施設 ○

1027 三陸土建株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１５番１２号 解体 ○

1028 株式会社三伸鋼機 盛岡 岩手県盛岡市上厨川字小荒川２５番地７ とび・土工・コンクリート ○

1028 株式会社三伸鋼機 盛岡 岩手県盛岡市上厨川字小荒川２５番地７ 塗装 ○

1029 有限会社盛岡塗装工業 盛岡 岩手県盛岡市津志田２７地割４１番地１ 塗装 ○

1030 東北極東機械株式会社 盛岡 岩手県盛岡市津志田南三丁目１４番５３号 機械器具設置 ○

1031 三機商事株式会社 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目１９番６号 管 Ａ

1031 三機商事株式会社 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目１９番６号 機械器具設置 ○

1032 大和ハウス工業株式会社北東北支社 盛岡 岩手県盛岡市向中野７丁目１８番１６号 建築一式 Ａ

1033 株式会社司組 盛岡 岩手県盛岡市本宮三丁目１０番２０号 土木一式 Ａ

1033 株式会社司組 盛岡 岩手県盛岡市本宮三丁目１０番２０号 建築一式 Ａ

1033 株式会社司組 盛岡 岩手県盛岡市本宮三丁目１０番２０号 とび・土工・コンクリート ○

1033 株式会社司組 盛岡 岩手県盛岡市本宮三丁目１０番２０号 舗装 Ｂ

1033 株式会社司組 盛岡 岩手県盛岡市本宮三丁目１０番２０号 水道施設 ○

1034 アクア工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市西青山二丁目１８番１号 土木一式 Ｃ
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1034 アクア工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市西青山二丁目１８番１号 管 Ａ

1034 アクア工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市西青山二丁目１８番１号 水道施設 ○

1035 新興電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市青山三丁目１５番１号 電気 Ａ

1035 新興電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市青山三丁目１５番１号 電気通信 ○

1035 新興電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市青山三丁目１５番１号 消防施設 ○

1036 株式会社トラヴィス 盛岡 岩手県盛岡市流通センター北１丁目１番８号 土木一式 Ｃ

1036 株式会社トラヴィス 盛岡 岩手県盛岡市流通センター北１丁目１番８号 とび・土工・コンクリート ○

1036 株式会社トラヴィス 盛岡 岩手県盛岡市流通センター北１丁目１番８号 塗装 ○

1037 安全電業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市南仙北３丁目５番２８号 電気 Ｂ

1037 安全電業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市南仙北３丁目５番２８号 消防施設 ○

1038 株式会社不動テトラ盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市開運橋通１番１号 土木一式 Ａ

1039 太平電気株式会社岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市紅葉が丘１番３４号 電気 Ａ

1039 太平電気株式会社岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市紅葉が丘１番３４号 電気通信 ○

1039 太平電気株式会社岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市紅葉が丘１番３４号 消防施設 ○

1040 日特建設株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通二丁目８番５号 土木一式 Ａ

1040 日特建設株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通二丁目８番５号 とび・土工・コンクリート ○

1041 大伸工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市永井１４地割５番地 土木一式 Ａ

1041 大伸工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市永井１４地割５番地 建築一式 Ａ

1042 株式会社興和電設 盛岡 岩手県盛岡市上田四丁目１６番３３号 電気 Ａ

1042 株式会社興和電設 盛岡 岩手県盛岡市上田四丁目１６番３３号 電気通信 ○

1042 株式会社興和電設 盛岡 岩手県盛岡市上田四丁目１６番３３号 消防施設 ○

1043 新明和工業株式会社流体事業部営業本部盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市菜園一丁目１２番１８号　盛岡菜園センタービル４階 機械器具設置 ○

1044 株式会社山崎組 盛岡 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 土木一式 Ａ

1044 株式会社山崎組 盛岡 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 建築一式 Ｂ

1044 株式会社山崎組 盛岡 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 とび・土工・コンクリート ○

1044 株式会社山崎組 盛岡 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 管 Ｂ

1044 株式会社山崎組 盛岡 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 鋼構造物 ○

1044 株式会社山崎組 盛岡 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 舗装 Ｂ

1044 株式会社山崎組 盛岡 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 塗装 ○

1044 株式会社山崎組 盛岡 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 防水 ○

1044 株式会社山崎組 盛岡 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 造園 ○

1044 株式会社山崎組 盛岡 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 水道施設 ○

1044 株式会社山崎組 盛岡 岩手県盛岡市加賀野三丁目１２番３０号 解体 ○

1045 株式会社マルモ通信 盛岡 岩手県盛岡市門字真立１５１番地１０ 電気通信 ○

1046 株式会社トライス 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号 電気 Ｂ

1046 株式会社トライス 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号 管 Ａ

1046 株式会社トライス 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号 機械器具設置 ○

1047 株式会社東北工商 盛岡 岩手県盛岡市本宮七丁目１２番４１号 土木一式 Ａ

1047 株式会社東北工商 盛岡 岩手県盛岡市本宮七丁目１２番４１号 とび・土工・コンクリート ○

1047 株式会社東北工商 盛岡 岩手県盛岡市本宮七丁目１２番４１号 塗装 ○

1048 株式会社小原商店 盛岡 岩手県盛岡市高松二丁目１３番１０号 塗装 ○

1048 株式会社小原商店 盛岡 岩手県盛岡市高松二丁目１３番１０号 防水 ○

1049 有限会社佐久間塗装工業 盛岡 岩手県盛岡市開運橋通３番２号 塗装 ○

1050 有限会社エコシステム 盛岡 岩手県盛岡市緑が丘四丁目１番６３号 土木一式 Ｃ

1050 有限会社エコシステム 盛岡 岩手県盛岡市緑が丘四丁目１番６３号 とび・土工・コンクリート ○

1050 有限会社エコシステム 盛岡 岩手県盛岡市緑が丘四丁目１番６３号 管 Ｂ

1050 有限会社エコシステム 盛岡 岩手県盛岡市緑が丘四丁目１番６３号 舗装 Ｂ

1050 有限会社エコシステム 盛岡 岩手県盛岡市緑が丘四丁目１番６３号 水道施設 ○

1051 篠村建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市稲荷町９番６号 土木一式 Ｃ

1051 篠村建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市稲荷町９番６号 建築一式 Ａ

1051 篠村建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市稲荷町９番６号 とび・土工・コンクリート ○

1051 篠村建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市稲荷町９番６号 塗装 ○

1051 篠村建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市稲荷町９番６号 防水 ○

1051 篠村建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市稲荷町９番６号 解体 ○

1052 大日建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市紺屋町２番１２号 土木一式 Ｃ

1053 株式会社よつばテクノ 盛岡 岩手県盛岡市上堂三丁目６番２８号 管 Ａ

1054 株式会社メック東日本 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号（岩手県森林組合会館） 土木一式 Ｃ

1054 株式会社メック東日本 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号（岩手県森林組合会館） とび・土工・コンクリート ○

1054 株式会社メック東日本 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号（岩手県森林組合会館） さく井 ○

1055 株式会社富士電業社 盛岡 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 土木一式 Ｃ

1055 株式会社富士電業社 盛岡 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 電気 Ａ

1055 株式会社富士電業社 盛岡 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 管 Ａ

1055 株式会社富士電業社 盛岡 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 機械器具設置 ○

1055 株式会社富士電業社 盛岡 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 電気通信 ○

1055 株式会社富士電業社 盛岡 岩手県盛岡市向中野七丁目１３番６号 水道施設 ○

1056 城北電機株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ三丁目８番１１号 電気 Ａ

1057 Ｊ・ウォーター株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂三丁目１３番３５号 管 Ｂ

1058 オヤマダエンジニアリング株式会社 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号 電気 Ｂ

1058 オヤマダエンジニアリング株式会社 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号 管 Ａ

1058 オヤマダエンジニアリング株式会社 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号 機械器具設置 ○

株式会社丸島アクアシステム盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号（農林会館） 鋼構造物 ○

株式会社丸島アクアシステム盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号（農林会館） 機械器具設置 ○

株式会社丸島アクアシステム盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号（農林会館） 水道施設 ○

1060 株式会社伊藤組盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市山岸六丁目４２番３６号 土木一式 Ａ

1060 株式会社伊藤組盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市山岸六丁目４２番３６号 とび・土工・コンクリート ○

1060 株式会社伊藤組盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市山岸六丁目４２番３６号 舗装 Ａ

1060 株式会社伊藤組盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市山岸六丁目４２番３６号 塗装 ○

1060 株式会社伊藤組盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市山岸六丁目４２番３６号 水道施設 ○
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1061 株式会社太平エンジニアリング盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市仙北二丁目９番４号 管 Ａ

1061 株式会社太平エンジニアリング盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市仙北二丁目９番４号 消防施設 ○

1062 開成建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番１２号 土木一式 Ａ

1062 開成建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番１２号 建築一式 Ａ

1062 開成建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番１２号 大工 ○

1062 開成建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番１２号 とび・土工・コンクリート ○

1062 開成建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番１２号 屋根 ○

1062 開成建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番１２号 管 Ｂ

1062 開成建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番１２号 鋼構造物 ○

1062 開成建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番１２号 塗装 ○

1062 開成建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番１２号 防水 ○

1062 開成建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番１２号 水道施設 ○

1062 開成建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番１２号 解体 ○

1063 株式会社双葉設備アンドサービス 盛岡 岩手県盛岡市みたけ三丁目７番３７号 管 Ａ

1064 岡田電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市仙北二丁目１４番２３号 電気 Ｂ

1064 岡田電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市仙北二丁目１４番２３号 電気通信 ○

1065 梨子建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市高松四丁目２０番２０号 土木一式 Ａ

1065 梨子建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市高松四丁目２０番２０号 建築一式 Ｂ

1065 梨子建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市高松四丁目２０番２０号 とび・土工・コンクリート ○

1065 梨子建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市高松四丁目２０番２０号 舗装 Ｂ

1065 梨子建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市高松四丁目２０番２０号 しゅんせつ ○

1066 株式会社二富電機 盛岡 岩手県盛岡市山岸字名乗１６番地 電気 Ｂ

1066 株式会社二富電機 盛岡 岩手県盛岡市山岸字名乗１６番地 電気通信 ○

1067 有限会社好摩東洋電業 盛岡 岩手県盛岡市好摩字夏間木７０番地６８ 電気 Ｂ

1068 株式会社大伸産業 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目５番２８号 土木一式 Ｃ

1069 寺林組 盛岡 岩手県盛岡市寺林字梨木平７０番地 塗装 ○

1070 株式会社栄組盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市手代森１４地割１６番地１１８ 土木一式 Ａ

1070 株式会社栄組盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市手代森１４地割１６番地１１８ とび・土工・コンクリート ○

1070 株式会社栄組盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市手代森１４地割１６番地１１８ 舗装 Ａ

1070 株式会社栄組盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市手代森１４地割１６番地１１８ 塗装 ○

1071 美和電気工業株式会社北東北支店 盛岡 岩手県盛岡市下太田沢田７３番地２０ 電気 Ａ

1071 美和電気工業株式会社北東北支店 盛岡 岩手県盛岡市下太田沢田７３番地２０ 機械器具設置 ○

1071 美和電気工業株式会社北東北支店 盛岡 岩手県盛岡市下太田沢田７３番地２０ 電気通信 ○

1072 有限会社吉野電設 盛岡 岩手県盛岡市山王町２番１３号 電気 Ｂ

1073 長谷川体育施設株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目７番４７号 土木一式 Ａ

1073 長谷川体育施設株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目７番４７号 とび・土工・コンクリート ○

1073 長谷川体育施設株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目７番４７号 舗装 Ａ

1074 株式会社ウォーターエージェンシー岩手オペレーションセンター 盛岡 岩手県盛岡市三本柳７地割１１番地１３ 電気 Ａ

1074 株式会社ウォーターエージェンシー岩手オペレーションセンター 盛岡 岩手県盛岡市三本柳７地割１１番地１３ 管 Ｂ

1074 株式会社ウォーターエージェンシー岩手オペレーションセンター 盛岡 岩手県盛岡市三本柳７地割１１番地１３ 機械器具設置 ○

1074 株式会社ウォーターエージェンシー岩手オペレーションセンター 盛岡 岩手県盛岡市三本柳７地割１１番地１３ 水道施設 ○

1075 昱機電株式会社向洋電機事業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 土木一式 Ｂ

1075 昱機電株式会社向洋電機事業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 電気 Ａ

1075 昱機電株式会社向洋電機事業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 管 Ａ

1075 昱機電株式会社向洋電機事業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 機械器具設置 ○

1075 昱機電株式会社向洋電機事業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 電気通信 ○

1075 昱機電株式会社向洋電機事業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 水道施設 ○

1076 株式会社山與 盛岡 岩手県盛岡市城西町１３番７７号 土木一式 Ｂ

1076 株式会社山與 盛岡 岩手県盛岡市城西町１３番７７号 とび・土工・コンクリート ○

1076 株式会社山與 盛岡 岩手県盛岡市城西町１３番７７号 管 Ｂ

1076 株式会社山與 盛岡 岩手県盛岡市城西町１３番７７号 舗装 Ｂ

1076 株式会社山與 盛岡 岩手県盛岡市城西町１３番７７号 水道施設 ○

1077 岩手道路開発株式会社 盛岡 岩手県盛岡市東見前３地割２９番地１ とび・土工・コンクリート ○

1077 岩手道路開発株式会社 盛岡 岩手県盛岡市東見前３地割２９番地１ 塗装 ○

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 土木一式 Ａ

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 建築一式 Ａ

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 大工 ○

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 とび・土工・コンクリート ○

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 屋根 ○

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 電気 Ｂ

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 タイル・れんが・ブロック ○

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 鋼構造物 ○

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 舗装 Ｂ

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 しゅんせつ ○

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 内装仕上 ○

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 造園 ○

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 水道施設 ○

1078 株式会社タカヤ 盛岡 岩手県盛岡市本宮五丁目５番５号 解体 ○

1079 株式会社盛福水道工業 盛岡 岩手県盛岡市中堤町２８番２６号 管 Ａ

1079 株式会社盛福水道工業 盛岡 岩手県盛岡市中堤町２８番２６号 水道施設 ○

1079 株式会社盛福水道工業 盛岡 岩手県盛岡市中堤町２８番２６号 消防施設 ○

1080 株式会社長内水源工業 盛岡 岩手県盛岡市北山二丁目２７番１号 管 Ｂ

1080 株式会社長内水源工業 盛岡 岩手県盛岡市北山二丁目２７番１号 機械器具設置 ○

1080 株式会社長内水源工業 盛岡 岩手県盛岡市北山二丁目２７番１号 さく井 ○

1081 日本ハイウエイ・サービス株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市みたけ二丁目４番２７号 土木一式 Ａ

1081 日本ハイウエイ・サービス株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市みたけ二丁目４番２７号 とび・土工・コンクリート ○

1081 日本ハイウエイ・サービス株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市みたけ二丁目４番２７号 塗装 ○

1082 中亀建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市向中野五丁目７番１７号 土木一式 Ａ

5/24



№ 業者名称 住所区分 等級所在地 工種

1082 中亀建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市向中野五丁目７番１７号 建築一式 Ａ

1082 中亀建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市向中野五丁目７番１７号 とび・土工・コンクリート ○

1082 中亀建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市向中野五丁目７番１７号 舗装 Ｂ

1082 中亀建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市向中野五丁目７番１７号 防水 ○

1082 中亀建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市向中野五丁目７番１７号 水道施設 ○

1082 中亀建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市向中野五丁目７番１７号 解体 ○

1083 協積産業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市月が丘三丁目４６番３２号 土木一式 Ａ

1083 協積産業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市月が丘三丁目４６番３２号 とび・土工・コンクリート ○

1083 協積産業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市月が丘三丁目４６番３２号 電気 Ｂ

1083 協積産業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市月が丘三丁目４６番３２号 舗装 Ｂ

1083 協積産業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市月が丘三丁目４６番３２号 塗装 ○

1084 相光電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市津志田南一丁目１２番３０号 電気 Ａ

1084 相光電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市津志田南一丁目１２番３０号 電気通信 ○

1085 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 土木一式 Ａ

1085 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 とび・土工・コンクリート ○

1086 岩手電工株式会社 盛岡 岩手県盛岡市南仙北一丁目２２番６１号 電気 Ａ

1086 岩手電工株式会社 盛岡 岩手県盛岡市南仙北一丁目２２番６１号 管 Ｂ

1086 岩手電工株式会社 盛岡 岩手県盛岡市南仙北一丁目２２番６１号 電気通信 ○

1086 岩手電工株式会社 盛岡 岩手県盛岡市南仙北一丁目２２番６１号 消防施設 ○

1087 株式会社佐藤渡辺盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市津志田南３丁目４－２０ 土木一式 Ａ

1087 株式会社佐藤渡辺盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市津志田南３丁目４－２０ 舗装 Ａ

1088 東北体育施設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市高松１－９－５０ 土木一式 Ｃ

1088 東北体育施設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市高松１－９－５０ 建築一式 Ｂ

1088 東北体育施設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市高松１－９－５０ とび・土工・コンクリート ○

1088 東北体育施設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市高松１－９－５０ 内装仕上 ○

1089 有限会社伸栄設備 盛岡 岩手県盛岡市厨川二丁目８番２１号 管 Ａ

1090 盛岡ニッタン株式会社 盛岡 岩手県盛岡市中屋敷町３番２７号 電気通信 ○

1090 盛岡ニッタン株式会社 盛岡 岩手県盛岡市中屋敷町３番２７号 消防施設 ○

1091 株式会社熊谷工務店 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町９番１０号 土木一式 Ｃ

1091 株式会社熊谷工務店 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町９番１０号 建築一式 Ａ

1091 株式会社熊谷工務店 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町９番１０号 とび・土工・コンクリート ○

1091 株式会社熊谷工務店 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町９番１０号 塗装 ○

1091 株式会社熊谷工務店 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町９番１０号 防水 ○

1091 株式会社熊谷工務店 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町９番１０号 解体 ○

1092 株式会社加納工業所盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原１７１－１ 管 Ａ

1093 理水化学株式会社北東北支店 盛岡 岩手県盛岡市本宮三丁目５１番２－２０１号 機械器具設置 ○

1093 理水化学株式会社北東北支店 盛岡 岩手県盛岡市本宮三丁目５１番２－２０１号 水道施設 ○

1094 有限会社吉田塗装工業 盛岡 岩手県盛岡市川目町２３番５号 塗装 ○

1094 有限会社吉田塗装工業 盛岡 岩手県盛岡市川目町２３番５号 防水 ○

1095 北日本機械株式会社 盛岡 岩手県盛岡市渋民字狐沢７０番地の１ 土木一式 Ａ

1095 北日本機械株式会社 盛岡 岩手県盛岡市渋民字狐沢７０番地の１ とび・土工・コンクリート ○

1095 北日本機械株式会社 盛岡 岩手県盛岡市渋民字狐沢７０番地の１ 電気 Ａ

1095 北日本機械株式会社 盛岡 岩手県盛岡市渋民字狐沢７０番地の１ 鋼構造物 ○

1095 北日本機械株式会社 盛岡 岩手県盛岡市渋民字狐沢７０番地の１ 塗装 ○

1095 北日本機械株式会社 盛岡 岩手県盛岡市渋民字狐沢７０番地の１ 機械器具設置 ○

1095 北日本機械株式会社 盛岡 岩手県盛岡市渋民字狐沢７０番地の１ 水道施設 ○

1095 北日本機械株式会社 盛岡 岩手県盛岡市渋民字狐沢７０番地の１ 解体 ○

1096 株式会社明電エンジニアリング盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市本宮４丁目１番１０号 電気 Ａ

1097 株式会社昭和建設 盛岡 岩手県盛岡市平賀新田字平賀２３番地 建築一式 Ａ

1097 株式会社昭和建設 盛岡 岩手県盛岡市平賀新田字平賀２３番地 解体 ○

1098 株式会社松村電機製作所盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通一丁目９番１１号ＣＵＢＥ映画館通りビル４階Ｈ号室 電気 Ａ

1099 株式会社東北油化 盛岡 岩手県盛岡市黒川２２地割７７番地 管 Ｂ

1100 株式会社菅七工務店 盛岡 岩手県盛岡市中太田新田２５番地１１５ 土木一式 Ｃ

1100 株式会社菅七工務店 盛岡 岩手県盛岡市中太田新田２５番地１１５ 建築一式 Ｂ

1100 株式会社菅七工務店 盛岡 岩手県盛岡市中太田新田２５番地１１５ とび・土工・コンクリート ○

1101 マルエス工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１０番１１号 建築一式 Ｃ

1101 マルエス工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１０番１１号 塗装 ○

1101 マルエス工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市流通センター北一丁目１０番１１号 防水 ○

1102 株式会社水機商事 盛岡 岩手県盛岡市津志田中央一丁目１０番１２号 機械器具設置 ○

1102 株式会社水機商事 盛岡 岩手県盛岡市津志田中央一丁目１０番１２号 水道施設 ○

1103 東日本コンクリート株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通４番５号 土木一式 Ａ

1103 東日本コンクリート株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通４番５号 とび・土工・コンクリート ○

1103 東日本コンクリート株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通４番５号 鋼構造物 ○

1103 東日本コンクリート株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通４番５号 塗装 ○

1103 東日本コンクリート株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通４番５号 水道施設 ○

1104 株式会社岩野商会 盛岡 岩手県盛岡市本宮一丁目１７番６号 消防施設 ○

1105 株式会社アームズ東日本岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市北山二丁目２７番地１号長内ビル２０１号 土木一式 Ａ

1106 株式会社朝日工業社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市紺屋町４ー２８ 管 Ａ

1107 永伸産業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番２９号 土木一式 Ｃ

1107 永伸産業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番２９号 とび・土工・コンクリート ○

1108 富士水工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１０番４８号 管 Ａ

1108 富士水工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目１０番４８号 水道施設 ○

1109 株式会社小山田工業所 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号 土木一式 Ｂ

1109 株式会社小山田工業所 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号 鋼構造物 ○

1109 株式会社小山田工業所 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目１８番８号 機械器具設置 ○

1110 株式会社五日市塗装工業 盛岡 岩手県盛岡市みたけ三丁目１８番１０号 塗装 ○

1110 株式会社五日市塗装工業 盛岡 岩手県盛岡市みたけ三丁目１８番１０号 防水 ○

1111 株式会社佐々木電機本店 盛岡 岩手県盛岡市肴町９番１５号 電気 Ｂ
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1111 株式会社佐々木電機本店 盛岡 岩手県盛岡市肴町９番１５号 機械器具設置 ○

1111 株式会社佐々木電機本店 盛岡 岩手県盛岡市肴町９番１５号 電気通信 ○

1111 株式会社佐々木電機本店 盛岡 岩手県盛岡市肴町９番１５号 消防施設 ○

1112 日本電設工業株式会社盛岡支社 盛岡 岩手県盛岡市北飯岡二丁目４番５号 電気 Ａ

1112 日本電設工業株式会社盛岡支社 盛岡 岩手県盛岡市北飯岡二丁目４番５号 電気通信 ○

1113 日本住宅株式会社 盛岡 岩手県盛岡市津志田中央一丁目３番２８号 土木一式 Ａ

1113 日本住宅株式会社 盛岡 岩手県盛岡市津志田中央一丁目３番２８号 建築一式 Ａ

1114 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 電気 Ａ

1114 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 電気通信 ○

1115 東北電話株式会社 盛岡 岩手県盛岡市津志田町二丁目８番４５号 電気通信 ○

1116 株式会社佐々木組盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目２１番５号 建築一式 Ａ

1116 株式会社佐々木組盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目２１番５号 とび・土工・コンクリート ○

1116 株式会社佐々木組盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目２１番５号 鋼構造物 ○

1116 株式会社佐々木組盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目２１番５号 塗装 ○

1116 株式会社佐々木組盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目２１番５号 防水 ○

1116 株式会社佐々木組盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目２１番５号 解体 ○

1117 株式会社山田電設 盛岡 岩手県盛岡市稲荷町１番１８号 電気 Ａ

1117 株式会社山田電設 盛岡 岩手県盛岡市稲荷町１番１８号 電気通信 ○

1118 北日本計装株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市飯岡新田６地割１４－１ 電気 Ａ

1119 佐藤電機工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市南仙北２丁目２４番１０号 電気 Ｂ

1120 宮城ヤンマー株式会社盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市津志田２７地割１番地１ 電気 Ａ

1121 旭管工株式会社 盛岡 岩手県盛岡市南仙北一丁目３番８号 管 Ｂ

1122 株式会社奥村電気商会 盛岡 岩手県盛岡市仙北三丁目１４番６０号 電気 Ａ

1123 株式会社内澤建設 盛岡 岩手県盛岡市上厨川字野子１４６番地１ 土木一式 Ａ

1123 株式会社内澤建設 盛岡 岩手県盛岡市上厨川字野子１４６番地１ とび・土工・コンクリート ○

1123 株式会社内澤建設 盛岡 岩手県盛岡市上厨川字野子１４６番地１ 水道施設 ○

1124 東日本電信電話株式会社岩手支店 盛岡 岩手県盛岡市中央通一丁目２番２号 電気通信 ○

1125 盛岡ガス工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市東見前７地割１５２番地 管 Ａ

1125 盛岡ガス工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市東見前７地割１５２番地 水道施設 ○

1126 奥羽工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市山岸一丁目４番１７号 建築一式 Ｃ

1126 奥羽工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市山岸一丁目４番１７号 塗装 ○

1126 奥羽工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市山岸一丁目４番１７号 防水 ○

1127 日本フィールドシステム株式会社東北支店 盛岡 岩手県盛岡市津志田南３丁目８－８ 土木一式 Ａ

1127 日本フィールドシステム株式会社東北支店 盛岡 岩手県盛岡市津志田南３丁目８－８ とび・土工・コンクリート ○

1127 日本フィールドシステム株式会社東北支店 盛岡 岩手県盛岡市津志田南３丁目８－８ 舗装 Ａ

1127 日本フィールドシステム株式会社東北支店 盛岡 岩手県盛岡市津志田南３丁目８－８ 造園 ○

1128 フルテック株式会社盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市下太田下川原８０番地１３ 建具 ○

1129 東洋電業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市高松二丁目２０番５号 電気 Ｂ

1130 株式会社ピーエス三菱盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市西仙北１丁目２０番２８号 土木一式 Ａ

1130 株式会社ピーエス三菱盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市西仙北１丁目２０番２８号 とび・土工・コンクリート ○

1130 株式会社ピーエス三菱盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市西仙北１丁目２０番２８号 舗装 Ａ

1130 株式会社ピーエス三菱盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市西仙北１丁目２０番２８号 水道施設 ○

1130 株式会社ピーエス三菱盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市西仙北１丁目２０番２８号 解体 ○

1131 株式会社水機テクノス盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番２０号 電気 Ｂ

1131 株式会社水機テクノス盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番２０号 機械器具設置 ○

1131 株式会社水機テクノス盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番２０号 水道施設 ○

1132 株式会社ＦＰホームサービス 盛岡 岩手県盛岡市津志田西一丁目４番３２号 建築一式 Ｂ

1133 株式会社富士ピー・エス岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目１７－１２－１０５号 土木一式 Ａ

1133 株式会社富士ピー・エス岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目１７－１２－１０５号 とび・土工・コンクリート ○

1134 有限会社山口コウト工業 盛岡 岩手県盛岡市青山二丁目１６番２９号 塗装 ○

1135 ＡＣサカモト株式会社 盛岡 岩手県盛岡市川崎字川崎９２番地４ 土木一式 Ａ

1135 ＡＣサカモト株式会社 盛岡 岩手県盛岡市川崎字川崎９２番地４ 舗装 Ａ

1136 株式会社コスモ通信システム 盛岡 岩手県盛岡市天神町１３番２９号 電気通信 ○

1137 有限会社第一エンジニヤリング工業 盛岡 岩手県盛岡市上堂三丁目６番２８号 管 Ｂ

1137 有限会社第一エンジニヤリング工業 盛岡 岩手県盛岡市上堂三丁目６番２８号 機械器具設置 ○

1138 有限会社浜名設備 盛岡 岩手県盛岡市上堂三丁目１０番３１号 管 Ｂ

1139 株式会社バウハウス 盛岡 岩手県盛岡市上厨川字下川原７７番地３ 建築一式 Ｂ

1139 株式会社バウハウス 盛岡 岩手県盛岡市上厨川字下川原７７番地３ 塗装 ○

1139 株式会社バウハウス 盛岡 岩手県盛岡市上厨川字下川原７７番地３ 防水 ○

1140 東野建設工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番１５号 土木一式 Ａ

1140 東野建設工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番１５号 建築一式 Ａ

1140 東野建設工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番１５号 とび・土工・コンクリート ○

1140 東野建設工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番１５号 管 Ｂ

1140 東野建設工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番１５号 鋼構造物 ○

1140 東野建設工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番１５号 舗装 Ｂ

1140 東野建設工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番１５号 塗装 ○

1140 東野建設工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番１５号 水道施設 ○

1140 東野建設工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番１５号 解体 ○

1141 日東通信株式会社岩手支店 盛岡 岩手県盛岡市下飯岡２１ー６１ー２ 電気通信 ○

1142 愛知時計電機株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市みたけ三丁目１９番３０号パークサイドビルド２０１ 機械器具設置 ○

1143 株式会社渡辺土木 盛岡 岩手県盛岡市東黒石野二丁目２番１９号 土木一式 Ｂ

1144 日本調理機株式会社東北支店盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市みたけ五丁目７番１６号 管 Ａ

1145 株式会社高光建設 盛岡 岩手県盛岡市上堂二丁目４番１５号 土木一式 Ａ

1145 株式会社高光建設 盛岡 岩手県盛岡市上堂二丁目４番１５号 建築一式 Ａ

1145 株式会社高光建設 盛岡 岩手県盛岡市上堂二丁目４番１５号 大工 ○

1145 株式会社高光建設 盛岡 岩手県盛岡市上堂二丁目４番１５号 とび・土工・コンクリート ○

1145 株式会社高光建設 盛岡 岩手県盛岡市上堂二丁目４番１５号 屋根 ○

1145 株式会社高光建設 盛岡 岩手県盛岡市上堂二丁目４番１５号 舗装 Ｂ
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1145 株式会社高光建設 盛岡 岩手県盛岡市上堂二丁目４番１５号 塗装 ○

1145 株式会社高光建設 盛岡 岩手県盛岡市上堂二丁目４番１５号 防水 ○

1145 株式会社高光建設 盛岡 岩手県盛岡市上堂二丁目４番１５号 内装仕上 ○

1145 株式会社高光建設 盛岡 岩手県盛岡市上堂二丁目４番１５号 水道施設 ○

1146 株式会社アイホー盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市本宮１－５－２２ 管 Ａ

1146 株式会社アイホー盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市本宮１－５－２２ 機械器具設置 ○

1147 有限会社光明園 盛岡 岩手県盛岡市渋民字駅２２番地の１ 土木一式 Ｂ

1147 有限会社光明園 盛岡 岩手県盛岡市渋民字駅２２番地の１ 造園 ○

1148 株式会社ガイアート岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市永井１７地割２０－２０ 土木一式 Ａ

1148 株式会社ガイアート岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市永井１７地割２０－２０ 舗装 Ａ

1149 奥山ボーリング株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市月が丘一丁目２７番１７号 土木一式 Ａ

1149 奥山ボーリング株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市月が丘一丁目２７番１７号 とび・土工・コンクリート ○

1149 奥山ボーリング株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市月が丘一丁目２７番１７号 さく井 ○

1150 北海土木工業株式会社東北支店 盛岡 岩手県盛岡市材木町２番２６号 土木一式 Ａ

1150 北海土木工業株式会社東北支店 盛岡 岩手県盛岡市材木町２番２６号 管 Ｂ

1150 北海土木工業株式会社東北支店 盛岡 岩手県盛岡市材木町２番２６号 水道施設 ○

1151 オーミ塗装工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂三丁目９番２３号 塗装 ○

1151 オーミ塗装工業株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂三丁目９番２３号 防水 ○

1152 株式会社都南建設 盛岡 岩手県盛岡市三本柳２３地割２３番地１ 土木一式 Ａ

1152 株式会社都南建設 盛岡 岩手県盛岡市三本柳２３地割２３番地１ とび・土工・コンクリート ○

1152 株式会社都南建設 盛岡 岩手県盛岡市三本柳２３地割２３番地１ 管 Ａ

1152 株式会社都南建設 盛岡 岩手県盛岡市三本柳２３地割２３番地１ 水道施設 ○

1153 株式会社ＩＨＩインフラ建設北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通３丁目３番２号 土木一式 Ａ

1153 株式会社ＩＨＩインフラ建設北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通３丁目３番２号 とび・土工・コンクリート ○

1153 株式会社ＩＨＩインフラ建設北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通３丁目３番２号 鋼構造物 ○

1154 株式会社畠山鉄工所 盛岡 岩手県盛岡市下田字生出８１５番地４ 建築一式 Ｂ

1155 有限会社三協ボイラー商会 盛岡 岩手県盛岡市津志田南三丁目１０番１５号 管 Ｂ

1156 有限会社高橋設備工業 盛岡 岩手県盛岡市好摩字新田１５１番地６ 土木一式 Ｃ

1156 有限会社高橋設備工業 盛岡 岩手県盛岡市好摩字新田１５１番地６ 管 Ｂ

1156 有限会社高橋設備工業 盛岡 岩手県盛岡市好摩字新田１５１番地６ 水道施設 ○

1157 有限会社小綿組 盛岡 岩手県盛岡市川崎字向川崎１０２番地１４ 土木一式 Ｃ

1157 有限会社小綿組 盛岡 岩手県盛岡市川崎字向川崎１０２番地１４ とび・土工・コンクリート ○

1157 有限会社小綿組 盛岡 岩手県盛岡市川崎字向川崎１０２番地１４ 舗装 Ｂ

1158 岩手県総合建設業協同組合 盛岡 岩手県盛岡市青山一丁目１８番８号 土木一式 Ｃ

1158 岩手県総合建設業協同組合 盛岡 岩手県盛岡市青山一丁目１８番８号 建築一式 Ａ

1158 岩手県総合建設業協同組合 盛岡 岩手県盛岡市青山一丁目１８番８号 とび・土工・コンクリート ○

1158 岩手県総合建設業協同組合 盛岡 岩手県盛岡市青山一丁目１８番８号 屋根 ○

1158 岩手県総合建設業協同組合 盛岡 岩手県盛岡市青山一丁目１８番８号 管 Ｂ

1158 岩手県総合建設業協同組合 盛岡 岩手県盛岡市青山一丁目１８番８号 塗装 ○

1158 岩手県総合建設業協同組合 盛岡 岩手県盛岡市青山一丁目１８番８号 防水 ○

1158 岩手県総合建設業協同組合 盛岡 岩手県盛岡市青山一丁目１８番８号 内装仕上 ○

1158 岩手県総合建設業協同組合 盛岡 岩手県盛岡市青山一丁目１８番８号 建具 ○

1158 岩手県総合建設業協同組合 盛岡 岩手県盛岡市青山一丁目１８番８号 解体 ○

1159 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 土木一式 Ｂ

1159 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 電気 Ａ

1159 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 管 Ａ

1159 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 鋼構造物 ○

1159 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 塗装 ○

1159 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 機械器具設置 ○

1159 荏原実業株式会社北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 水道施設 ○

1160 株式会社富士塗装 盛岡 岩手県盛岡市みたけ四丁目３３番１５号 塗装 ○

1161 有限会社盛岡消防設備点検センター 盛岡 岩手県盛岡市厨川五丁目１番３９号 消防施設 ○

1162 協同組合建翔 盛岡 岩手県盛岡市永井１４地割５番地 土木一式 Ｃ

1162 協同組合建翔 盛岡 岩手県盛岡市永井１４地割５番地 建築一式 Ａ

1162 協同組合建翔 盛岡 岩手県盛岡市永井１４地割５番地 解体 ○

1163 岩舘電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市長田町２３番２７号 電気 Ａ

1163 岩舘電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市長田町２３番２７号 電気通信 ○

1163 岩舘電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市長田町２３番２７号 消防施設 ○

1164 株式会社興盛工業所岩手支店 盛岡 岩手県盛岡市みたけ２丁目７－５ 管 Ａ

1165 仙建工業株式会社盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通４番５号 土木一式 Ａ

1165 仙建工業株式会社盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前北通４番５号 建築一式 Ａ

1166 ジョンソンコントロールズ株式会社北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 電気 Ａ

1166 ジョンソンコントロールズ株式会社北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 管 Ａ

1167 日成ビルド工業株式会社岩手支店 盛岡 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 建築一式 Ａ

1168 振興電気株式会社東北支店盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目１４番１０号 電気 Ａ

1169 大和リース株式会社岩手支店 盛岡 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 建築一式 Ａ

1170 ショーボンド建設株式会社北東北支店 盛岡 岩手県盛岡市みたけ六丁目４番３６号 土木一式 Ａ

1170 ショーボンド建設株式会社北東北支店 盛岡 岩手県盛岡市みたけ六丁目４番３６号 とび・土工・コンクリート ○

1170 ショーボンド建設株式会社北東北支店 盛岡 岩手県盛岡市みたけ六丁目４番３６号 鋼構造物 ○

1170 ショーボンド建設株式会社北東北支店 盛岡 岩手県盛岡市みたけ六丁目４番３６号 塗装 ○

1170 ショーボンド建設株式会社北東北支店 盛岡 岩手県盛岡市みたけ六丁目４番３６号 水道施設 ○

1171 ユニオン建設株式会社盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１６番２５号 土木一式 Ａ

1171 ユニオン建設株式会社盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目１６番２５号 建築一式 Ａ

1172 川田建設株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通一丁目１１番１７号 土木一式 Ａ

1172 川田建設株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通一丁目１１番１７号 鋼構造物 ○

1173 株式会社東北ターボ工業 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 土木一式 Ａ

1173 株式会社東北ターボ工業 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 建築一式 Ｃ

1173 株式会社東北ターボ工業 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ とび・土工・コンクリート ○
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1173 株式会社東北ターボ工業 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 電気 Ｂ

1173 株式会社東北ターボ工業 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 管 Ｂ

1173 株式会社東北ターボ工業 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ しゅんせつ ○

1173 株式会社東北ターボ工業 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 塗装 ○

1173 株式会社東北ターボ工業 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 防水 ○

1173 株式会社東北ターボ工業 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 水道施設 ○

1173 株式会社東北ターボ工業 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 解体 ○

1174 北星建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市東見前９地割１２９番地 塗装 ○

1174 北星建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市東見前９地割１２９番地 防水 ○

1175 盛岡スポーツ施設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市月が丘三丁目３９番５号 土木一式 Ｃ

1175 盛岡スポーツ施設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市月が丘三丁目３９番５号 とび・土工・コンクリート ○

1176 株式会社アイシーエス 盛岡 岩手県盛岡市松尾町１７番１０号 電気通信 ○

1177 有限会社東北農林建設 盛岡 岩手県盛岡市中太田屋敷田１０８番地 土木一式 Ｃ

1177 有限会社東北農林建設 盛岡 岩手県盛岡市中太田屋敷田１０８番地 建築一式 Ｃ

1177 有限会社東北農林建設 盛岡 岩手県盛岡市中太田屋敷田１０８番地 とび・土工・コンクリート ○

1178 昭和コンクリート工業株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６－２１ 土木一式 Ａ

1178 昭和コンクリート工業株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６－２１ とび・土工・コンクリート ○

1178 昭和コンクリート工業株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６－２１ 水道施設 ○

1179 高砂熱学工業株式会社北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 電気 Ａ

1179 高砂熱学工業株式会社北東北営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 管 Ａ

1180 株式会社ダイトク 盛岡 岩手県盛岡市上堂３丁目６番３３号 電気通信 ○

1180 株式会社ダイトク 盛岡 岩手県盛岡市上堂３丁目６番３３号 消防施設 ○

1181 舘沢電気株式会社 盛岡 岩手県盛岡市津志田南三丁目８番２２号 電気 Ｂ

1182 株式会社アンクス 盛岡 岩手県盛岡市上田字松屋敷２４番地５ 土木一式 Ｃ

1182 株式会社アンクス 盛岡 岩手県盛岡市上田字松屋敷２４番地５ 建築一式 Ｃ

1182 株式会社アンクス 盛岡 岩手県盛岡市上田字松屋敷２４番地５ 防水 ○

1182 株式会社アンクス 盛岡 岩手県盛岡市上田字松屋敷２４番地５ 解体 ○

1183 タニコー株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市本宮四丁目２２番６号 管 Ａ

1184 北日本通信株式会社 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目２０番６号 電気 Ａ

1184 北日本通信株式会社 盛岡 岩手県盛岡市本町通三丁目２０番６号 電気通信 ○

1185 日本国土開発株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市大通３－７－１ 土木一式 Ａ

1185 日本国土開発株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市大通３－７－１ 建築一式 Ａ

1185 日本国土開発株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市大通３－７－１ 水道施設 ○

1185 日本国土開発株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市大通３－７－１ 解体 ○

1186 株式会社岩手ナブコ 盛岡 岩手県盛岡市東見前４地割１３番地３ 建具 ○

1187 村本建設株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市夕顔瀬町１９番１９号 土木一式 Ａ

1187 村本建設株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市夕顔瀬町１９番１９号 建築一式 Ａ

1187 村本建設株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市夕顔瀬町１９番１９号 水道施設 ○

1187 村本建設株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市夕顔瀬町１９番１９号 解体 ○

日本電気株式会社岩手支店 盛岡 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 電気通信 ○

1189 岩手ケーブルテレビジョン株式会社 盛岡 岩手県盛岡市愛宕町１１番２２号 電気通信 ○

1190 株式会社明電舎盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 電気 Ａ

1190 株式会社明電舎盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 電気通信 ○

1191 盛岡舗道株式会社 盛岡 岩手県盛岡市中太田深持１５１番の１ 土木一式 Ｂ

1191 盛岡舗道株式会社 盛岡 岩手県盛岡市中太田深持１５１番の１ とび・土工・コンクリート ○

1191 盛岡舗道株式会社 盛岡 岩手県盛岡市中太田深持１５１番の１ 舗装 Ａ

1192 株式会社共同地質センター 盛岡 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ とび・土工・コンクリート ○

1192 株式会社共同地質センター 盛岡 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ さく井 ○

1193 日興通信株式会社岩手支店 盛岡 岩手県盛岡市西青山二丁目２番５号 電気 Ｂ

1193 日興通信株式会社岩手支店 盛岡 岩手県盛岡市西青山二丁目２番５号 電気通信 ○

1194 扶桑電通株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 電気通信 ○

1195 株式会社キクテック盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－５－１ とび・土工・コンクリート ○

1195 株式会社キクテック盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－５－１ 鋼構造物 ○

1195 株式会社キクテック盛岡支店 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－５－１ 塗装 ○

1196 株式会社福田組盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市神明町６番６号飛島さんきょうプラザ４０８号 土木一式 Ａ

1196 株式会社福田組盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市神明町６番６号飛島さんきょうプラザ４０８号 建築一式 Ａ

1197 昭栄建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番８号 土木一式 Ａ

1197 昭栄建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番８号 建築一式 Ａ

1197 昭栄建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番８号 大工 ○

1197 昭栄建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番８号 とび・土工・コンクリート ○

1197 昭栄建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番８号 屋根 ○

1197 昭栄建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番８号 タイル・れんが・ブロック ○

1197 昭栄建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番８号 鋼構造物 ○

1197 昭栄建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番８号 舗装 Ｂ

1197 昭栄建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番８号 塗装 ○

1197 昭栄建設株式会社 盛岡 岩手県盛岡市上堂四丁目１１番８号 内装仕上 ○

1198 株式会社森本組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市前九年１－７－５ 土木一式 Ａ

1198 株式会社森本組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市前九年１－７－５ 建築一式 Ａ

1198 株式会社森本組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市前九年１－７－５ 水道施設 ○

1198 株式会社森本組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市前九年１－７－５ 解体 ○

1199 株式会社有電社岩手支店 盛岡 岩手県盛岡市緑が丘３－１－３２ 電気 Ａ

1199 株式会社有電社岩手支店 盛岡 岩手県盛岡市緑が丘３－１－３２ 電気通信 ○

1200 有限会社燦ケミカル 盛岡 岩手県盛岡市みたけ六丁目１番２３号 塗装 ○

1200 有限会社燦ケミカル 盛岡 岩手県盛岡市みたけ六丁目１番２３号 防水 ○

1201 株式会社ユアテック岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ四丁目１０番５３号 土木一式 Ａ

1201 株式会社ユアテック岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ四丁目１０番５３号 建築一式 Ａ

1201 株式会社ユアテック岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ四丁目１０番５３号 電気 Ａ

1201 株式会社ユアテック岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ四丁目１０番５３号 管 Ａ
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1201 株式会社ユアテック岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ四丁目１０番５３号 しゅんせつ ○

1201 株式会社ユアテック岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ四丁目１０番５３号 塗装 ○

1201 株式会社ユアテック岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ四丁目１０番５３号 防水 ○

1201 株式会社ユアテック岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ四丁目１０番５３号 電気通信 ○

1201 株式会社ユアテック岩手支社 盛岡 岩手県盛岡市みたけ四丁目１０番５３号 消防施設 ○

1202 有限会社古川重機 盛岡 岩手県盛岡市渋民字狐沢３４番地８ 解体 ○

1203 富士通ネットワークソリューションズ株式会社岩手事業所 盛岡 岩手県盛岡市中央通三丁目１番２号 電気通信 ○

1204 三和シヤッター工業株式会社盛岡統括営業所 盛岡 岩手県盛岡市向中野２－２－２０ 内装仕上 ○

1204 三和シヤッター工業株式会社盛岡統括営業所 盛岡 岩手県盛岡市向中野２－２－２０ 建具 ○

1205 株式会社カガヤ建設 盛岡 岩手県盛岡市肴町４番５号５階 土木一式 Ｃ

1205 株式会社カガヤ建設 盛岡 岩手県盛岡市肴町４番５号５階 建築一式 Ａ

1206 日本無線株式会社岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市内丸１６番１５号 電気通信 ○

1207 有限会社岩手架設工業 盛岡 岩手県盛岡市厨川三丁目１１番１号 土木一式 Ｂ

1207 有限会社岩手架設工業 盛岡 岩手県盛岡市厨川三丁目１１番１号 建築一式 Ｂ

1207 有限会社岩手架設工業 盛岡 岩手県盛岡市厨川三丁目１１番１号 解体 ○

1208 創成商事株式会社 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 防水 ○

1209 ダイダン株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６－１４　エンジェルビル３階 管 Ａ

1209 ダイダン株式会社盛岡営業所 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６－１４　エンジェルビル３階 消防施設 ○

1210 有限会社北日本総合設備サービス 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 電気 Ｂ

1210 有限会社北日本総合設備サービス 盛岡 岩手県盛岡市下太田田中１番地２ 管 Ｂ

1211 トラストテック株式会社 盛岡 岩手県盛岡市本町通二丁目１７番１１号 電気 Ｂ

1212 松栄商事株式会社 盛岡 岩手県盛岡市天神町１３番２７号 消防施設 ○

1213 有限会社東水エンジニアリング 盛岡 岩手県盛岡市乙部１４地割７５番地１ 管 Ｂ

1213 有限会社東水エンジニアリング 盛岡 岩手県盛岡市乙部１４地割７５番地１ 機械器具設置 ○

1214 株式会社熊谷組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番２２号 土木一式 Ａ

1214 株式会社熊谷組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番２２号 建築一式 Ａ

1214 株式会社熊谷組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番２２号 とび・土工・コンクリート ○

1214 株式会社熊谷組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番２２号 屋根 ○

1214 株式会社熊谷組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番２２号 電気 Ａ

1214 株式会社熊谷組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番２２号 管 Ａ

1214 株式会社熊谷組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番２２号 鋼構造物 ○

1214 株式会社熊谷組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番２２号 塗装 ○

1214 株式会社熊谷組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番２２号 防水 ○

1214 株式会社熊谷組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番２２号 内装仕上 ○

1214 株式会社熊谷組岩手営業所 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番２２号 解体 ○

2001 有限会社菅重建設 県内 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第１１地割１００番地１ 土木一式 Ａ

2002 佐藤築炉工業株式会社 県内 岩手県花巻市上根子字米倉１００番地１ タイル・れんが・ブロック ○

2002 佐藤築炉工業株式会社 県内 岩手県花巻市上根子字米倉１００番地１ 機械器具設置 ○

2002 佐藤築炉工業株式会社 県内 岩手県花巻市上根子字米倉１００番地１ 清掃施設 ○

2003 新高電気株式会社 県内 岩手県花巻市大通り一丁目４番１５号 電気 Ａ

2003 新高電気株式会社 県内 岩手県花巻市大通り一丁目４番１５号 電気通信 ○

2004 株式会社瀧田屋 県内 岩手県花巻市御田屋町４番４０号 土木一式 Ｃ

2004 株式会社瀧田屋 県内 岩手県花巻市御田屋町４番４０号 塗装 ○

2004 株式会社瀧田屋 県内 岩手県花巻市御田屋町４番４０号 防水 ○

2005 株式会社みちのくクボタ 県内 岩手県花巻市東宮野目第１３地割９番地 機械器具設置 ○

2006 株式会社アクール工業 県内 岩手県岩手郡雫石町千刈田８１番地 土木一式 Ｂ

2006 株式会社アクール工業 県内 岩手県岩手郡雫石町千刈田８１番地 とび・土工・コンクリート ○

2006 株式会社アクール工業 県内 岩手県岩手郡雫石町千刈田８１番地 管 Ａ

2006 株式会社アクール工業 県内 岩手県岩手郡雫石町千刈田８１番地 舗装 Ｂ

2006 株式会社アクール工業 県内 岩手県岩手郡雫石町千刈田８１番地 水道施設 ○

2006 株式会社アクール工業 県内 岩手県岩手郡雫石町千刈田８１番地 解体 ○

2007 ＥＣ南部コーポレーション株式会社 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳７１番地 土木一式 Ａ

2007 ＥＣ南部コーポレーション株式会社 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳７１番地 建築一式 Ａ

2007 ＥＣ南部コーポレーション株式会社 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳７１番地 管 Ｂ

2007 ＥＣ南部コーポレーション株式会社 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳７１番地 舗装 Ａ

2007 ＥＣ南部コーポレーション株式会社 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳７１番地 解体 ○

2008 佐々総業株式会社 県内 岩手県下閉伊郡山田町境田町１１番 土木一式 Ｂ

2008 佐々総業株式会社 県内 岩手県下閉伊郡山田町境田町１１番 塗装 ○

2008 佐々総業株式会社 県内 岩手県下閉伊郡山田町境田町１１番 水道施設 ○

2008 佐々総業株式会社 県内 岩手県下閉伊郡山田町境田町１１番 解体 ○

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 土木一式 Ａ

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 建築一式 Ｃ

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 とび・土工・コンクリート ○

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 管 Ｂ

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 鋼構造物 ○

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 舗装 Ａ

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 塗装 ○

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 防水 ○

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 造園 ○

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 水道施設 ○

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 消防施設 ○

2009 株式会社大久保建設 県内 岩手県花巻市東和町安俵２区１１番地 解体 ○

2010 株式会社テクノ建装 県内 岩手県久慈市長内町３６地割６番地３ 塗装 ○

2010 株式会社テクノ建装 県内 岩手県久慈市長内町３６地割６番地３ 防水 ○

2011 株式会社大田中塗装店 県内 岩手県一関市千厩町千厩字鳥羽２３番地１ 塗装 ○

2012 大和建設株式会社 県内 岩手県花巻市金矢第１地割２８番地 土木一式 Ａ

2013 朝日建産株式会社 県内 岩手県滝沢市柳沢１２１１番地５ とび・土工・コンクリート ○

2014 佐々木建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町日詰字石田５６番地 土木一式 Ａ
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№ 業者名称 住所区分 等級所在地 工種

2014 佐々木建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町日詰字石田５６番地 建築一式 Ａ

2014 佐々木建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町日詰字石田５６番地 舗装 Ａ

2014 佐々木建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町日詰字石田５６番地 解体 ○

2015 ＯＮＯＳＨＩＮ株式会社 県内 岩手県下閉伊郡岩泉町門字中瀬５１番地８ 土木一式 Ａ

2015 ＯＮＯＳＨＩＮ株式会社 県内 岩手県下閉伊郡岩泉町門字中瀬５１番地８ 建築一式 Ｃ

2015 ＯＮＯＳＨＩＮ株式会社 県内 岩手県下閉伊郡岩泉町門字中瀬５１番地８ 舗装 Ａ

2016 株式会社阿部土建エンタープライズ 県内 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第２１地割７４番地３ 土木一式 Ａ

2016 株式会社阿部土建エンタープライズ 県内 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第２１地割７４番地３ とび・土工・コンクリート ○

2016 株式会社阿部土建エンタープライズ 県内 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第２１地割７４番地３ 舗装 Ｂ

2016 株式会社阿部土建エンタープライズ 県内 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第２１地割７４番地３ 水道施設 ○

2017 紫波建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町高水寺字土手２３９番地 土木一式 Ｂ

2017 紫波建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町高水寺字土手２３９番地 舗装 Ｂ

2017 紫波建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町高水寺字土手２３９番地 解体 ○

2018 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 土木一式 Ａ

2018 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ とび・土工・コンクリート ○

2018 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ さく井 ○

2018 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 水道施設 ○

2019 県南造園土木株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅１５７番地１ 土木一式 Ｂ

2019 県南造園土木株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅１５７番地１ 建築一式 Ｃ

2019 県南造園土木株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅１５７番地１ とび・土工・コンクリート ○

2019 県南造園土木株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅１５７番地１ 舗装 Ｂ

2019 県南造園土木株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅１５７番地１ 造園 ○

2019 県南造園土木株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅１５７番地１ 解体 ○

2020 株式会社中央コーポレーション 県内 岩手県花巻市東宮野目第１１地割５番地 土木一式 Ａ

2020 株式会社中央コーポレーション 県内 岩手県花巻市東宮野目第１１地割５番地 建築一式 Ａ

2020 株式会社中央コーポレーション 県内 岩手県花巻市東宮野目第１１地割５番地 鋼構造物 ○

2020 株式会社中央コーポレーション 県内 岩手県花巻市東宮野目第１１地割５番地 機械器具設置 ○

2021 株式会社オリテック２１ 県内 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目７番２０号 土木一式 Ｃ

2021 株式会社オリテック２１ 県内 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目７番２０号 とび・土工・コンクリート ○

2021 株式会社オリテック２１ 県内 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目７番２０号 鋼構造物 ○

2021 株式会社オリテック２１ 県内 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目７番２０号 塗装 ○

2022 株式会社佐賀組 県内 岩手県大船渡市盛町字田中島２７番地１ 土木一式 Ａ

2022 株式会社佐賀組 県内 岩手県大船渡市盛町字田中島２７番地１ 建築一式 Ａ

2022 株式会社佐賀組 県内 岩手県大船渡市盛町字田中島２７番地１ とび・土工・コンクリート ○

2022 株式会社佐賀組 県内 岩手県大船渡市盛町字田中島２７番地１ 管 Ｂ

2022 株式会社佐賀組 県内 岩手県大船渡市盛町字田中島２７番地１ 舗装 Ａ

2022 株式会社佐賀組 県内 岩手県大船渡市盛町字田中島２７番地１ しゅんせつ ○

2022 株式会社佐賀組 県内 岩手県大船渡市盛町字田中島２７番地１ 塗装 ○

2022 株式会社佐賀組 県内 岩手県大船渡市盛町字田中島２７番地１ 造園 ○

2022 株式会社佐賀組 県内 岩手県大船渡市盛町字田中島２７番地１ 解体 ○

2023 株式会社エイワ 県内 岩手県釜石市大字平田第３地割６１番地２４ 建築一式 Ａ

2023 株式会社エイワ 県内 岩手県釜石市大字平田第３地割６１番地２４ 塗装 ○

2023 株式会社エイワ 県内 岩手県釜石市大字平田第３地割６１番地２４ 防水 ○

2023 株式会社エイワ 県内 岩手県釜石市大字平田第３地割６１番地２４ 解体 ○

2024 小山田電業株式会社 県内 岩手県宮古市小山田四丁目１番３０号 土木一式 Ａ

2024 小山田電業株式会社 県内 岩手県宮古市小山田四丁目１番３０号 電気 Ａ

2024 小山田電業株式会社 県内 岩手県宮古市小山田四丁目１番３０号 電気通信 ○

2024 小山田電業株式会社 県内 岩手県宮古市小山田四丁目１番３０号 消防施設 ○

2025 エムテック株式会社 県内 岩手県滝沢市葉の木沢山３０８番地３９ 土木一式 Ｃ

2025 エムテック株式会社 県内 岩手県滝沢市葉の木沢山３０８番地３９ 管 Ｂ

2025 エムテック株式会社 県内 岩手県滝沢市葉の木沢山３０８番地３９ 水道施設 ○

2026 株式会社近藤設備 県内 岩手県和賀郡西和賀町沢内字猿橋３３地割５０番地 土木一式 Ｃ

2026 株式会社近藤設備 県内 岩手県和賀郡西和賀町沢内字猿橋３３地割５０番地 とび・土工・コンクリート ○

2026 株式会社近藤設備 県内 岩手県和賀郡西和賀町沢内字猿橋３３地割５０番地 管 Ａ

2026 株式会社近藤設備 県内 岩手県和賀郡西和賀町沢内字猿橋３３地割５０番地 機械器具設置 ○

2026 株式会社近藤設備 県内 岩手県和賀郡西和賀町沢内字猿橋３３地割５０番地 水道施設 ○

2026 株式会社近藤設備 県内 岩手県和賀郡西和賀町沢内字猿橋３３地割５０番地 消防施設 ○

2027 橘建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪３５番地の１ 土木一式 Ａ

2027 橘建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪３５番地の１ 建築一式 Ａ

2027 橘建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪３５番地の１ 管 Ｂ

2027 橘建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪３５番地の１ 舗装 Ｂ

2027 橘建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪３５番地の１ 塗装 ○

2027 橘建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪３５番地の１ 防水 ○

2027 橘建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪３５番地の１ 水道施設 ○

2027 橘建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪３５番地の１ 解体 ○

2028 株式会社トミオカ 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字下川原３１番地１ 土木一式 Ａ

2028 株式会社トミオカ 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字下川原３１番地１ 管 Ａ

2028 株式会社トミオカ 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字下川原３１番地１ 舗装 Ｂ

2028 株式会社トミオカ 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町字下川原３１番地１ 水道施設 ○

2029 丹内建設株式会社 県内 岩手県滝沢市篠木黒畑５６番地１ 土木一式 Ｂ

2029 丹内建設株式会社 県内 岩手県滝沢市篠木黒畑５６番地１ とび・土工・コンクリート ○

2030 株式会社マルシン 県内 岩手県紫波郡紫波町平沢字幅６３番地９ 塗装 ○

2030 株式会社マルシン 県内 岩手県紫波郡紫波町平沢字幅６３番地９ 防水 ○

2031 株式会社ビルド遠藤 県内 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第７地割９１番地 土木一式 Ａ

2031 株式会社ビルド遠藤 県内 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第７地割９１番地 建築一式 Ｃ

2031 株式会社ビルド遠藤 県内 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第７地割９１番地 とび・土工・コンクリート ○

2031 株式会社ビルド遠藤 県内 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第７地割９１番地 舗装 Ｂ

2031 株式会社ビルド遠藤 県内 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第７地割９１番地 水道施設 ○
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2032 株式会社アルバライフ 県内 岩手県二戸市金田一字八ツ長８８－５ 土木一式 Ａ

2032 株式会社アルバライフ 県内 岩手県二戸市金田一字八ツ長８８－５ 建築一式 Ａ

2032 株式会社アルバライフ 県内 岩手県二戸市金田一字八ツ長８８－５ とび・土工・コンクリート ○

2032 株式会社アルバライフ 県内 岩手県二戸市金田一字八ツ長８８－５ 舗装 Ａ

2032 株式会社アルバライフ 県内 岩手県二戸市金田一字八ツ長８８－５ 解体 ○

2033 小岩井農牧株式会社環境緑化部 県内 岩手県岩手郡雫石町丸谷地３６－１ 土木一式 Ａ

2033 小岩井農牧株式会社環境緑化部 県内 岩手県岩手郡雫石町丸谷地３６－１ とび・土工・コンクリート ○

2033 小岩井農牧株式会社環境緑化部 県内 岩手県岩手郡雫石町丸谷地３６－１ 造園 ○

2034 岩井建設株式会社 県内 岩手県岩手郡雫石町大字繋第５地割字塩ヶ森１７５番地７ 土木一式 Ａ

2034 岩井建設株式会社 県内 岩手県岩手郡雫石町大字繋第５地割字塩ヶ森１７５番地７ とび・土工・コンクリート ○

2034 岩井建設株式会社 県内 岩手県岩手郡雫石町大字繋第５地割字塩ヶ森１７５番地７ 舗装 Ａ

2035 株式会社高橋建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字子抱第５地割６１番地３ 土木一式 Ｃ

2035 株式会社高橋建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字子抱第５地割６１番地３ 建築一式 Ｂ

2035 株式会社高橋建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字子抱第５地割６１番地３ 舗装 Ｂ

2036 株式会社ミナミ 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山第２７地割１２番地２ 土木一式 Ｂ

2036 株式会社ミナミ 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山第２７地割１２番地２ とび・土工・コンクリート ○

2036 株式会社ミナミ 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山第２７地割１２番地２ 舗装 Ｂ

2036 株式会社ミナミ 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山第２７地割１２番地２ 解体 ○

2037 株式会社金澤電気工業所 県内 岩手県一関市桜木町６番１２号 電気 Ａ

2037 株式会社金澤電気工業所 県内 岩手県一関市桜木町６番１２号 電気通信 ○

2037 株式会社金澤電気工業所 県内 岩手県一関市桜木町６番１２号 消防施設 ○

2038 株式会社東北ネット工業 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字西舘１４５番地１ 土木一式 Ｂ

2038 株式会社東北ネット工業 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字西舘１４５番地１ とび・土工・コンクリート ○

2039 株式会社佐藤組 県内 岩手県北上市相去町旧舘沢２０番地１ 土木一式 Ａ

2039 株式会社佐藤組 県内 岩手県北上市相去町旧舘沢２０番地１ 建築一式 Ａ

2039 株式会社佐藤組 県内 岩手県北上市相去町旧舘沢２０番地１ とび・土工・コンクリート ○

2039 株式会社佐藤組 県内 岩手県北上市相去町旧舘沢２０番地１ 屋根 ○

2039 株式会社佐藤組 県内 岩手県北上市相去町旧舘沢２０番地１ 鋼構造物 ○

2039 株式会社佐藤組 県内 岩手県北上市相去町旧舘沢２０番地１ 舗装 Ａ

2039 株式会社佐藤組 県内 岩手県北上市相去町旧舘沢２０番地１ しゅんせつ ○

2039 株式会社佐藤組 県内 岩手県北上市相去町旧舘沢２０番地１ 塗装 ○

2039 株式会社佐藤組 県内 岩手県北上市相去町旧舘沢２０番地１ 防水 ○

2039 株式会社佐藤組 県内 岩手県北上市相去町旧舘沢２０番地１ 解体 ○

2040 福岡電業株式会社 県内 岩手県二戸市石切所字前田５５番地の４ 電気 Ｂ

2040 福岡電業株式会社 県内 岩手県二戸市石切所字前田５５番地の４ 電気通信 ○

2041 株式会社横川目電業 県内 岩手県北上市和賀町横川目１２地割３７番地８ 電気 Ａ

2041 株式会社横川目電業 県内 岩手県北上市和賀町横川目１２地割３７番地８ 電気通信 ○

2041 株式会社横川目電業 県内 岩手県北上市和賀町横川目１２地割３７番地８ 消防施設 ○

2042 株式会社藤村商会 県内 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番７号 管 Ｂ

2042 株式会社藤村商会 県内 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目９番７号 機械器具設置 ○

2043 岩手ニチレキ株式会社盛岡営業所 県内 岩手県滝沢市湯舟沢１０１ 土木一式 Ａ

2043 岩手ニチレキ株式会社盛岡営業所 県内 岩手県滝沢市湯舟沢１０１ とび・土工・コンクリート ○

2043 岩手ニチレキ株式会社盛岡営業所 県内 岩手県滝沢市湯舟沢１０１ 舗装 Ａ

2043 岩手ニチレキ株式会社盛岡営業所 県内 岩手県滝沢市湯舟沢１０１ 塗装 ○

2044 宮城建設株式会社 県内 岩手県久慈市新中の橋第４地割３５番地の３ 土木一式 Ａ

2044 宮城建設株式会社 県内 岩手県久慈市新中の橋第４地割３５番地の３ 建築一式 Ａ

2044 宮城建設株式会社 県内 岩手県久慈市新中の橋第４地割３５番地の３ とび・土工・コンクリート ○

2044 宮城建設株式会社 県内 岩手県久慈市新中の橋第４地割３５番地の３ 管 Ｂ

2044 宮城建設株式会社 県内 岩手県久慈市新中の橋第４地割３５番地の３ 鋼構造物 ○

2044 宮城建設株式会社 県内 岩手県久慈市新中の橋第４地割３５番地の３ 舗装 Ａ

2044 宮城建設株式会社 県内 岩手県久慈市新中の橋第４地割３５番地の３ しゅんせつ ○

2044 宮城建設株式会社 県内 岩手県久慈市新中の橋第４地割３５番地の３ 水道施設 ○

2044 宮城建設株式会社 県内 岩手県久慈市新中の橋第４地割３５番地の３ 解体 ○

2045 三和設備工業株式会社 県内 岩手県花巻市本舘１６４番地１ 土木一式 Ｃ

2045 三和設備工業株式会社 県内 岩手県花巻市本舘１６４番地１ 管 Ａ

2045 三和設備工業株式会社 県内 岩手県花巻市本舘１６４番地１ 水道施設 ○

2045 三和設備工業株式会社 県内 岩手県花巻市本舘１６４番地１ 消防施設 ○

2046 株式会社丹野組 県内 岩手県二戸市福岡字中村２０番地 土木一式 Ａ

2046 株式会社丹野組 県内 岩手県二戸市福岡字中村２０番地 建築一式 Ａ

2046 株式会社丹野組 県内 岩手県二戸市福岡字中村２０番地 とび・土工・コンクリート ○

2046 株式会社丹野組 県内 岩手県二戸市福岡字中村２０番地 舗装 Ａ

2046 株式会社丹野組 県内 岩手県二戸市福岡字中村２０番地 塗装 ○

2046 株式会社丹野組 県内 岩手県二戸市福岡字中村２０番地 防水 ○

2046 株式会社丹野組 県内 岩手県二戸市福岡字中村２０番地 造園 ○

2046 株式会社丹野組 県内 岩手県二戸市福岡字中村２０番地 水道施設 ○

2046 株式会社丹野組 県内 岩手県二戸市福岡字中村２０番地 解体 ○

2047 大森工業株式会社 県内 岩手県一関市宮下町８番１１号 土木一式 Ａ

2047 大森工業株式会社 県内 岩手県一関市宮下町８番１１号 建築一式 Ａ

2047 大森工業株式会社 県内 岩手県一関市宮下町８番１１号 解体 ○

2048 互光商事株式会社 県内 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ 消防施設 ○

2049 蒲野建設株式会社 県内 岩手県久慈市山形町川井第９地割３２番地２ 土木一式 Ａ

2049 蒲野建設株式会社 県内 岩手県久慈市山形町川井第９地割３２番地２ 建築一式 Ａ

2049 蒲野建設株式会社 県内 岩手県久慈市山形町川井第９地割３２番地２ とび・土工・コンクリート ○

2049 蒲野建設株式会社 県内 岩手県久慈市山形町川井第９地割３２番地２ 舗装 Ａ

2049 蒲野建設株式会社 県内 岩手県久慈市山形町川井第９地割３２番地２ 解体 ○

2050 株式会社エアーテクニカルサービス 県内 岩手県岩手郡岩手町大字子抱第５地割４番地５ 管 Ｂ

2051 株式会社もりでん 県内 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１４番３号 電気 Ｂ

2051 株式会社もりでん 県内 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１４番３号 消防施設 ○
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2052 一方井採石有限会社 県内 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第１２地割５２番地４ 土木一式 Ｂ

2052 一方井採石有限会社 県内 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第１２地割５２番地４ とび・土工・コンクリート ○

2052 一方井採石有限会社 県内 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第１２地割５２番地４ 舗装 Ｂ

2052 一方井採石有限会社 県内 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第１２地割５２番地４ 造園 ○

2053 株式会社理水興業 県内 岩手県花巻市星が丘二丁目１６番１２号 土木一式 Ｃ

2053 株式会社理水興業 県内 岩手県花巻市星が丘二丁目１６番１２号 管 Ａ

2053 株式会社理水興業 県内 岩手県花巻市星が丘二丁目１６番１２号 水道施設 ○

2053 株式会社理水興業 県内 岩手県花巻市星が丘二丁目１６番１２号 消防施設 ○

2054 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ さく井 ○

2054 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 水道施設 ○

2055 株式会社中村建設 県内 岩手県岩手郡雫石町下曽根田６９番地 土木一式 Ａ

2055 株式会社中村建設 県内 岩手県岩手郡雫石町下曽根田６９番地 とび・土工・コンクリート ○

2055 株式会社中村建設 県内 岩手県岩手郡雫石町下曽根田６９番地 舗装 Ａ

2056 千田工業株式会社 県内 岩手県北上市九年橋一丁目１０番２９号 土木一式 Ａ

2056 千田工業株式会社 県内 岩手県北上市九年橋一丁目１０番２９号 建築一式 Ａ

2056 千田工業株式会社 県内 岩手県北上市九年橋一丁目１０番２９号 とび・土工・コンクリート ○

2056 千田工業株式会社 県内 岩手県北上市九年橋一丁目１０番２９号 鋼構造物 ○

2056 千田工業株式会社 県内 岩手県北上市九年橋一丁目１０番２９号 舗装 Ａ

2056 千田工業株式会社 県内 岩手県北上市九年橋一丁目１０番２９号 塗装 ○

2056 千田工業株式会社 県内 岩手県北上市九年橋一丁目１０番２９号 防水 ○

2056 千田工業株式会社 県内 岩手県北上市九年橋一丁目１０番２９号 内装仕上 ○

2056 千田工業株式会社 県内 岩手県北上市九年橋一丁目１０番２９号 造園 ○

2056 千田工業株式会社 県内 岩手県北上市九年橋一丁目１０番２９号 水道施設 ○

2056 千田工業株式会社 県内 岩手県北上市九年橋一丁目１０番２９号 解体 ○

2057 南建設株式会社 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山２７－１２－２ 土木一式 Ａ

2057 南建設株式会社 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山２７－１２－２ 建築一式 Ｃ

2057 南建設株式会社 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山２７－１２－２ とび・土工・コンクリート ○

2057 南建設株式会社 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山２７－１２－２ 舗装 Ａ

2057 南建設株式会社 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山２７－１２－２ 塗装 ○

2057 南建設株式会社 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山２７－１２－２ 造園 ○

2057 南建設株式会社 県内 岩手県九戸郡軽米町大字晴山２７－１２－２ 解体 ○

2058 株式会社八戸建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９地割１３８番地３ 土木一式 Ｃ

2058 株式会社八戸建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９地割１３８番地３ 建築一式 Ａ

2058 株式会社八戸建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９地割１３８番地３ 屋根 ○

2058 株式会社八戸建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９地割１３８番地３ 舗装 Ｂ

2058 株式会社八戸建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９地割１３８番地３ 塗装 ○

2058 株式会社八戸建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９地割１３８番地３ 解体 ○

2059 株式会社中舘建設 県内 岩手県二戸市米沢字荒谷３０番地５ 土木一式 Ａ

2059 株式会社中舘建設 県内 岩手県二戸市米沢字荒谷３０番地５ 建築一式 Ａ

2059 株式会社中舘建設 県内 岩手県二戸市米沢字荒谷３０番地５ とび・土工・コンクリート ○

2059 株式会社中舘建設 県内 岩手県二戸市米沢字荒谷３０番地５ 舗装 Ａ

2059 株式会社中舘建設 県内 岩手県二戸市米沢字荒谷３０番地５ 塗装 ○

2059 株式会社中舘建設 県内 岩手県二戸市米沢字荒谷３０番地５ 防水 ○

2059 株式会社中舘建設 県内 岩手県二戸市米沢字荒谷３０番地５ 解体 ○

2060 大東冷熱株式会社 県内 岩手県滝沢市巣子７５２番地４０ 管 Ｂ

2061 株式会社佐々木組 県内 岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田第６地割１７７番地 土木一式 Ｂ

2061 株式会社佐々木組 県内 岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田第６地割１７７番地 とび・土工・コンクリート ○

2061 株式会社佐々木組 県内 岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田第６地割１７７番地 管 Ｂ

2061 株式会社佐々木組 県内 岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田第６地割１７７番地 舗装 Ａ

2062 奥アンツーカ株式会社東北営業所 県内 岩手県北上市本通り１－７－９ 土木一式 Ａ

2062 奥アンツーカ株式会社東北営業所 県内 岩手県北上市本通り１－７－９ とび・土工・コンクリート ○

2062 奥アンツーカ株式会社東北営業所 県内 岩手県北上市本通り１－７－９ 舗装 Ａ

2062 奥アンツーカ株式会社東北営業所 県内 岩手県北上市本通り１－７－９ 造園 ○

2063 株式会社山長建設 県内 岩手県釜石市大只越町１－２－１５ 土木一式 Ａ

2063 株式会社山長建設 県内 岩手県釜石市大只越町１－２－１５ 建築一式 Ａ

2063 株式会社山長建設 県内 岩手県釜石市大只越町１－２－１５ とび・土工・コンクリート ○

2063 株式会社山長建設 県内 岩手県釜石市大只越町１－２－１５ 舗装 Ａ

2063 株式会社山長建設 県内 岩手県釜石市大只越町１－２－１５ 解体 ○

2064 有限会社岩昭機工 県内 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１０地割５２０番地１０ 管 Ｂ

2064 有限会社岩昭機工 県内 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１０地割５２０番地１０ 機械器具設置 ○

2065 平野機工株式会社 県内 岩手県滝沢市外山３７４番地２４ 電気 Ｂ

2065 平野機工株式会社 県内 岩手県滝沢市外山３７４番地２４ 機械器具設置 ○

2066 有限会社横手鈑金工業所 県内 岩手県岩手郡雫石町黒沢川１３９番地１ 建築一式 Ａ

2067 株式会社田中建設 県内 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢２２番地１ 土木一式 Ａ

2067 株式会社田中建設 県内 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢２２番地１ 建築一式 Ａ

2067 株式会社田中建設 県内 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢２２番地１ とび・土工・コンクリート ○

2067 株式会社田中建設 県内 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢２２番地１ 管 Ａ

2067 株式会社田中建設 県内 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢２２番地１ 舗装 Ｂ

2068 及川設備工業株式会社 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田５６番地４ 管 Ａ

2068 及川設備工業株式会社 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田５６番地４ 水道施設 ○

2068 及川設備工業株式会社 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田５６番地４ 消防施設 ○

2069 ライト工業株式会社盛岡営業所 県内 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０地割１８２番地１０ 土木一式 Ａ

2069 ライト工業株式会社盛岡営業所 県内 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０地割１８２番地１０ とび・土工・コンクリート ○

2070 下舘建設株式会社 県内 岩手県久慈市長内町第２４地割１６２番地 土木一式 Ａ

2070 下舘建設株式会社 県内 岩手県久慈市長内町第２４地割１６２番地 建築一式 Ａ

2070 下舘建設株式会社 県内 岩手県久慈市長内町第２４地割１６２番地 とび・土工・コンクリート ○

2070 下舘建設株式会社 県内 岩手県久慈市長内町第２４地割１６２番地 管 Ａ

2070 下舘建設株式会社 県内 岩手県久慈市長内町第２４地割１６２番地 舗装 Ａ
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2070 下舘建設株式会社 県内 岩手県久慈市長内町第２４地割１６２番地 解体 ○

2071 工藤建設株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北舘３８番地１ 土木一式 Ａ

2071 工藤建設株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北舘３８番地１ とび・土工・コンクリート ○

2071 工藤建設株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北舘３８番地１ 舗装 Ａ

2071 工藤建設株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北舘３８番地１ 塗装 ○

2071 工藤建設株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北舘３８番地１ 水道施設 ○

2071 工藤建設株式会社 県内 岩手県奥州市水沢真城字北舘３８番地１ 解体 ○

2072 有限会社アース 県内 岩手県岩手郡雫石町上曽根田１６６番地３ 土木一式 Ａ

2072 有限会社アース 県内 岩手県岩手郡雫石町上曽根田１６６番地３ とび・土工・コンクリート ○

2072 有限会社アース 県内 岩手県岩手郡雫石町上曽根田１６６番地３ 舗装 Ｂ

2072 有限会社アース 県内 岩手県岩手郡雫石町上曽根田１６６番地３ 塗装 ○

2072 有限会社アース 県内 岩手県岩手郡雫石町上曽根田１６６番地３ 造園 ○

2072 有限会社アース 県内 岩手県岩手郡雫石町上曽根田１６６番地３ 水道施設 ○

2072 有限会社アース 県内 岩手県岩手郡雫石町上曽根田１６６番地３ 解体 ○

2073 信幸プロテック株式会社 県内 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢大字第７地割３０３ 管 Ａ

2074 北上電工株式会社 県内 岩手県北上市鍛冶町二丁目１４番６号 電気 Ａ

2074 北上電工株式会社 県内 岩手県北上市鍛冶町二丁目１４番６号 電気通信 ○

2075 株式会社及川鐵工所 県内 岩手県花巻市西宮野目第１３地割１０８番地１７ 鋼構造物 ○

2075 株式会社及川鐵工所 県内 岩手県花巻市西宮野目第１３地割１０８番地１７ 機械器具設置 ○

2076 株式会社大永 県内 岩手県滝沢市大崎９４番地９７ 土木一式 Ｃ

2076 株式会社大永 県内 岩手県滝沢市大崎９４番地９７ とび・土工・コンクリート ○

2076 株式会社大永 県内 岩手県滝沢市大崎９４番地９７ 造園 ○

2077 有限会社山幸造園 県内 岩手県滝沢市巣子２７６番地４４ 造園 ○

2078 有限会社山本工業 県内 岩手県岩手郡雫石町万田渡１０１番地１８ 防水 ○

2079 マルモ通信商事株式会社 県内 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢７番地の２ 電気通信 ○

2080 株式会社本間組岩手営業所 県内 岩手県宮古市実田２丁目６－５ 土木一式 Ａ

2080 株式会社本間組岩手営業所 県内 岩手県宮古市実田２丁目６－５ とび・土工・コンクリート ○

2080 株式会社本間組岩手営業所 県内 岩手県宮古市実田２丁目６－５ 鋼構造物 ○

2080 株式会社本間組岩手営業所 県内 岩手県宮古市実田２丁目６－５ しゅんせつ ○

2080 株式会社本間組岩手営業所 県内 岩手県宮古市実田２丁目６－５ 解体 ○

2081 株式会社イクスル 県内 岩手県岩手郡雫石町板橋８２番地７ とび・土工・コンクリート ○

2081 株式会社イクスル 県内 岩手県岩手郡雫石町板橋８２番地７ 塗装 ○

2082 岩手標識株式会社 県内 岩手県花巻市二枚橋第３地割２４６番地１ 土木一式 Ａ

2082 岩手標識株式会社 県内 岩手県花巻市二枚橋第３地割２４６番地１ とび・土工・コンクリート ○

2082 岩手標識株式会社 県内 岩手県花巻市二枚橋第３地割２４６番地１ 塗装 ○

2083 株式会社佐藤建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９地割１１番地３ 土木一式 Ａ

2083 株式会社佐藤建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９地割１１番地３ 建築一式 Ａ

2083 株式会社佐藤建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９地割１１番地３ とび・土工・コンクリート ○

2083 株式会社佐藤建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９地割１１番地３ 舗装 Ｂ

2083 株式会社佐藤建設 県内 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９地割１１番地３ 解体 ○

2084 成和建設株式会社 県内 岩手県花巻市金矢第４地割５２番地１ 土木一式 Ａ

2084 成和建設株式会社 県内 岩手県花巻市金矢第４地割５２番地１ 建築一式 Ａ

2084 成和建設株式会社 県内 岩手県花巻市金矢第４地割５２番地１ とび・土工・コンクリート ○

2084 成和建設株式会社 県内 岩手県花巻市金矢第４地割５２番地１ 舗装 Ａ

2084 成和建設株式会社 県内 岩手県花巻市金矢第４地割５２番地１ 塗装 ○

2084 成和建設株式会社 県内 岩手県花巻市金矢第４地割５２番地１ 水道施設 ○

2084 成和建設株式会社 県内 岩手県花巻市金矢第４地割５２番地１ 解体 ○

2085 有限会社田村水道 県内 岩手県岩手郡岩手町大字一方井第４地割１３５番地３９ 土木一式 Ｃ

2085 有限会社田村水道 県内 岩手県岩手郡岩手町大字一方井第４地割１３５番地３９ 管 Ｂ

2085 有限会社田村水道 県内 岩手県岩手郡岩手町大字一方井第４地割１３５番地３９ 舗装 Ｂ

2085 有限会社田村水道 県内 岩手県岩手郡岩手町大字一方井第４地割１３５番地３９ 水道施設 ○

2086 コセキ株式会社盛岡営業所 県内 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目４番１４号 電気通信 ○

2087 むつみ造園土木株式会社岩手営業所 県内 岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢４０－２ 土木一式 Ａ

2087 むつみ造園土木株式会社岩手営業所 県内 岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢４０－２ とび・土工・コンクリート ○

2087 むつみ造園土木株式会社岩手営業所 県内 岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢４０－２ 造園 ○

2088 シンク・エンジニアリング株式会社東北営業所 県内 岩手県釜石市小佐野町３－１－５－１０３ 電気 Ａ

2088 シンク・エンジニアリング株式会社東北営業所 県内 岩手県釜石市小佐野町３－１－５－１０３ 電気通信 ○

2089 株式会社東洋電設岩手営業所 県内 岩手県滝沢市牧野林１０４８番地８ 電気 Ａ

2089 株式会社東洋電設岩手営業所 県内 岩手県滝沢市牧野林１０４８番地８ 機械器具設置 ○

2090 株式会社中央ボーリング 県内 岩手県花巻市南万丁目１４２２番地２ さく井 ○

2091 板谷建設株式会社 県内 岩手県奥州市水沢台町３番３５号 土木一式 Ａ

2091 板谷建設株式会社 県内 岩手県奥州市水沢台町３番３５号 建築一式 Ａ

2091 板谷建設株式会社 県内 岩手県奥州市水沢台町３番３５号 舗装 Ａ

2091 板谷建設株式会社 県内 岩手県奥州市水沢台町３番３５号 解体 ○

2092 岡崎建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町二丁目５番地１０ 土木一式 Ａ

2092 岡崎建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町二丁目５番地１０ 舗装 Ａ

2092 岡崎建設株式会社 県内 岩手県紫波郡紫波町桜町二丁目５番地１０ 解体 ○

2093 南部電気工事株式会社 県内 岩手県北上市大堤北１丁目２番１号 土木一式 Ｃ

2093 南部電気工事株式会社 県内 岩手県北上市大堤北１丁目２番１号 電気 Ａ

2093 南部電気工事株式会社 県内 岩手県北上市大堤北１丁目２番１号 管 Ｂ

2093 南部電気工事株式会社 県内 岩手県北上市大堤北１丁目２番１号 電気通信 ○

2093 南部電気工事株式会社 県内 岩手県北上市大堤北１丁目２番１号 水道施設 ○

2093 南部電気工事株式会社 県内 岩手県北上市大堤北１丁目２番１号 消防施設 ○

2094 有限会社上中屋敷重機 県内 岩手県岩手郡雫石町上野上野沢１番地１ 土木一式 Ｂ

2094 有限会社上中屋敷重機 県内 岩手県岩手郡雫石町上野上野沢１番地１ 舗装 Ｂ

2094 有限会社上中屋敷重機 県内 岩手県岩手郡雫石町上野上野沢１番地１ しゅんせつ ○

2094 有限会社上中屋敷重機 県内 岩手県岩手郡雫石町上野上野沢１番地１ 解体 ○

2095 有限会社オダシマ建工 県内 岩手県滝沢市鵜飼洞畑９９番地６ 土木一式 Ｃ
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2096 株式会社細田電気管理事務所 県内 岩手県滝沢市狼久保１０８４番地１ 電気 Ｂ

2097 白川舞台機構株式会社東北営業所 県内 岩手県一関市旭町４番地１ササキビル旭町１００７号 機械器具設置 ○

2098 有限会社西部建設工業 県内 岩手県岩手郡雫石町中沼７０番地２ 土木一式 Ｃ

2098 有限会社西部建設工業 県内 岩手県岩手郡雫石町中沼７０番地２ とび・土工・コンクリート ○

2099 有限会社クマプロ 県内 岩手県滝沢市湯舟沢２２２番地１６５ 防水 ○

2100 株式会社平野組 県内 岩手県一関市竹山町６番４号 土木一式 Ａ

2100 株式会社平野組 県内 岩手県一関市竹山町６番４号 建築一式 Ａ

2100 株式会社平野組 県内 岩手県一関市竹山町６番４号 とび・土工・コンクリート ○

2100 株式会社平野組 県内 岩手県一関市竹山町６番４号 管 Ａ

2100 株式会社平野組 県内 岩手県一関市竹山町６番４号 鋼構造物 ○

2100 株式会社平野組 県内 岩手県一関市竹山町６番４号 舗装 Ａ

2100 株式会社平野組 県内 岩手県一関市竹山町６番４号 塗装 ○

2100 株式会社平野組 県内 岩手県一関市竹山町６番４号 防水 ○

2100 株式会社平野組 県内 岩手県一関市竹山町６番４号 造園 ○

2100 株式会社平野組 県内 岩手県一関市竹山町６番４号 さく井 ○

2100 株式会社平野組 県内 岩手県一関市竹山町６番４号 解体 ○

2101 日新設備株式会社岩手営業所 県内 岩手県北上市川岸三丁目２１番４１号 管 Ａ

2102 小笠原重機有限会社 県内 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３００番地スフィーダビル２号室 土木一式 Ｃ

2103 株式会社岩瀬張建設 県内 岩手県久慈市小久慈町第３地割２０番地 土木一式 Ａ

2103 株式会社岩瀬張建設 県内 岩手県久慈市小久慈町第３地割２０番地 管 Ｂ

2103 株式会社岩瀬張建設 県内 岩手県久慈市小久慈町第３地割２０番地 舗装 Ｂ

2104 有限会社サンブリッチ東北 県内 岩手県北上市藤沢７地割１９５番地１ 土木一式 Ｃ

2104 有限会社サンブリッチ東北 県内 岩手県北上市藤沢７地割１９５番地１ とび・土工・コンクリート ○

2105 岩手基礎工業株式会社 県内 岩手県北上市流通センター１番３４号 土木一式 Ａ

2105 岩手基礎工業株式会社 県内 岩手県北上市流通センター１番３４号 舗装 Ａ

2106 二戸ガス株式会社 県内 岩手県二戸市仁左平字北井沢６番地 土木一式 Ｃ

2106 二戸ガス株式会社 県内 岩手県二戸市仁左平字北井沢６番地 管 Ａ

2106 二戸ガス株式会社 県内 岩手県二戸市仁左平字北井沢６番地 水道施設 ○

2106 二戸ガス株式会社 県内 岩手県二戸市仁左平字北井沢６番地 消防施設 ○

2107 馬渕川設備株式会社 県内 岩手県二戸市福岡字五日町１５番地 土木一式 Ｃ

2107 馬渕川設備株式会社 県内 岩手県二戸市福岡字五日町１５番地 電気 Ｂ

2107 馬渕川設備株式会社 県内 岩手県二戸市福岡字五日町１５番地 管 Ａ

2107 馬渕川設備株式会社 県内 岩手県二戸市福岡字五日町１５番地 水道施設 ○

2107 馬渕川設備株式会社 県内 岩手県二戸市福岡字五日町１５番地 消防施設 ○

2108 刈屋建設株式会社 県内 岩手県宮古市刈屋１１地割８０番地の３ 土木一式 Ａ

2108 刈屋建設株式会社 県内 岩手県宮古市刈屋１１地割８０番地の３ 建築一式 Ｃ

2108 刈屋建設株式会社 県内 岩手県宮古市刈屋１１地割８０番地の３ とび・土工・コンクリート ○

2108 刈屋建設株式会社 県内 岩手県宮古市刈屋１１地割８０番地の３ 鋼構造物 ○

2108 刈屋建設株式会社 県内 岩手県宮古市刈屋１１地割８０番地の３ 舗装 Ａ

2109 株式会社ハムシステム庄内岩手営業所 県内 岩手県一関市赤萩字亀田１１６番地６ 電気通信 ○

2110 株式会社テラ 県内 岩手県遠野市青笹町中沢２地割５２番地 土木一式 Ａ

2110 株式会社テラ 県内 岩手県遠野市青笹町中沢２地割５２番地 建築一式 Ａ

2110 株式会社テラ 県内 岩手県遠野市青笹町中沢２地割５２番地 とび・土工・コンクリート ○

2110 株式会社テラ 県内 岩手県遠野市青笹町中沢２地割５２番地 舗装 Ａ

2110 株式会社テラ 県内 岩手県遠野市青笹町中沢２地割５２番地 解体 ○

2111 馬渕川電気株式会社 県内 岩手県二戸市福岡字五日町１５番地 電気 Ａ

2111 馬渕川電気株式会社 県内 岩手県二戸市福岡字五日町１５番地 管 Ｂ

2111 馬渕川電気株式会社 県内 岩手県二戸市福岡字五日町１５番地 電気通信 ○

2111 馬渕川電気株式会社 県内 岩手県二戸市福岡字五日町１５番地 消防施設 ○

2112 高畑電機株式会社 県内 岩手県久慈市田高一丁目２１番地 電気 Ａ

2112 高畑電機株式会社 県内 岩手県久慈市田高一丁目２１番地 機械器具設置 ○

2112 高畑電機株式会社 県内 岩手県久慈市田高一丁目２１番地 電気通信 ○

2112 高畑電機株式会社 県内 岩手県久慈市田高一丁目２１番地 消防施設 ○

2113 株式会社照甲組 県内 岩手県花巻市桜町一丁目４１７番地 土木一式 Ａ

2113 株式会社照甲組 県内 岩手県花巻市桜町一丁目４１７番地 建築一式 Ａ

2113 株式会社照甲組 県内 岩手県花巻市桜町一丁目４１７番地 舗装 Ａ

2113 株式会社照甲組 県内 岩手県花巻市桜町一丁目４１７番地 塗装 ○

2113 株式会社照甲組 県内 岩手県花巻市桜町一丁目４１７番地 解体 ○

2114 株式会社共和開発 県内 岩手県奥州市衣川表９６番地 土木一式 Ｂ

2114 株式会社共和開発 県内 岩手県奥州市衣川表９６番地 建築一式 Ｃ

2114 株式会社共和開発 県内 岩手県奥州市衣川表９６番地 とび・土工・コンクリート ○

2114 株式会社共和開発 県内 岩手県奥州市衣川表９６番地 舗装 Ｂ

2114 株式会社共和開発 県内 岩手県奥州市衣川表９６番地 さく井 ○

2115 株式会社グリーン企画 県内 岩手県一関市萩荘字脇田郷２４番地１３ 造園 ○

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 土木一式 Ａ

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 建築一式 Ａ

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 とび・土工・コンクリート ○

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 管 Ａ

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 鋼構造物 ○

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 舗装 Ｂ

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 しゅんせつ ○

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 塗装 ○

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 防水 ○

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 造園 ○

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 建具 ○

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 水道施設 ○

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 消防施設 ○

2116 株式会社菊地建設 県内 岩手県宮古市八木沢一丁目５番１号 解体 ○
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№ 業者名称 住所区分 等級所在地 工種

3001 ＫＳＳ株式会社 県外 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 とび・土工・コンクリート ○

3001 ＫＳＳ株式会社 県外 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 内装仕上 ○

3001 ＫＳＳ株式会社 県外 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 機械器具設置 ○

3002 石垣メンテナンス株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 機械器具設置 ○

3002 石垣メンテナンス株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 水道施設 ○

3003 極東サービス株式会社 県外 千葉県八千代市上高野１８２３番地の１ 電気 Ｂ

3003 極東サービス株式会社 県外 千葉県八千代市上高野１８２３番地の１ 機械器具設置 ○

3004 表示灯株式会社 県外 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 鋼構造物 ○

3005 日本ノーディッグテクノロジー株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目６番１号 土木一式 Ａ

3006 株式会社東北舞台工業 県外 宮城県仙台市青葉区上愛子字北原道上４０番地の１１ 機械器具設置 ○

3007 フジテック株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９番１号 機械器具設置 ○

3008 大成建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 土木一式 Ａ

3008 大成建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 建築一式 Ａ

3008 大成建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 電気 Ａ

3008 大成建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 管 Ａ

3008 大成建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 水道施設 ○

3009 株式会社日本防災技術センター 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 電気 Ｂ

3009 株式会社日本防災技術センター 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 管 Ｂ

3009 株式会社日本防災技術センター 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 防水 ○

3009 株式会社日本防災技術センター 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 内装仕上 ○

3009 株式会社日本防災技術センター 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 建具 ○

3009 株式会社日本防災技術センター 県外 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 消防施設 ○

3010 株式会社富士ダイナミクス 県外 東京都目黒区青葉台一丁目２８番９号 電気 Ｂ

3010 株式会社富士ダイナミクス 県外 東京都目黒区青葉台一丁目２８番９号 機械器具設置 ○

3010 株式会社富士ダイナミクス 県外 東京都目黒区青葉台一丁目２８番９号 電気通信 ○

3011 菱光リフト東北株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区北根三丁目２６番６号 機械器具設置 ○

3012 文化シヤッターサービス株式会社東北サービス支店 県外 宮城県仙台市若林区荒井東２－３－８ 内装仕上 ○

3012 文化シヤッターサービス株式会社東北サービス支店 県外 宮城県仙台市若林区荒井東２－３－８ 建具 ○

3013 株式会社サンケン・エンジニアリング仙台営業所 県外 宮城県仙台市泉区八乙女四丁目９－１３ 機械器具設置 ○

3014 株式会社富士グリーンテック東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番２０号 土木一式 Ａ

3014 株式会社富士グリーンテック東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番２０号 とび・土工・コンクリート ○

3014 株式会社富士グリーンテック東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番２０号 舗装 Ｂ

3014 株式会社富士グリーンテック東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番２０号 造園 ○

3015 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号 機械器具設置 ○

3015 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号 清掃施設 ○

3016 西戸崎興産株式会社関東営業所 県外 埼玉県八潮市緑町１丁目３４番２５号３号室 水道施設 ○

3017 日本リーテック株式会社東北ビルインフラ支社 県外 宮城県仙台市宮城野区岩切分台一丁目８番地の６ 電気 Ａ

3017 日本リーテック株式会社東北ビルインフラ支社 県外 宮城県仙台市宮城野区岩切分台一丁目８番地の６ 電気通信 ○

3018 株式会社小林舞台システム 県外 北海道恵庭市戸磯７６番地２６ 機械器具設置 ○

3019 清水建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区木町通一丁目４番７号 土木一式 Ａ

3019 清水建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区木町通一丁目４番７号 建築一式 Ａ

3019 清水建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区木町通一丁目４番７号 水道施設 ○

3020 いずみ清掃株式会社 県外 宮城県仙台市泉区南光台一丁目１４番１０号 土木一式 Ｂ

3021 東北インテリジェント通信株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目７番１号 電気通信 ○

3022 若築建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番２８号 土木一式 Ａ

3022 若築建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番２８号 建築一式 Ａ

3022 若築建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番２８号 とび・土工・コンクリート ○

3022 若築建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番２８号 鋼構造物 ○

3022 若築建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番２８号 しゅんせつ ○

3022 若築建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番２８号 水道施設 ○

3022 若築建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番２８号 解体 ○

3023 加茂川啓明電機株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市太白区西中田五丁目１３番１３号 電気 Ａ

3024 菱電エレベータ施設株式会社リフト事業本部 県外 東京都新宿区市谷砂土原町二丁目４番地 機械器具設置 ○

3025 東芝ライテック株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目２番２号 電気 Ａ

3026 株式会社日立インダストリアルプロダクツ北部支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 電気 Ａ

3026 株式会社日立インダストリアルプロダクツ北部支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 機械器具設置 ○

3027 第一産業株式会社 県外 埼玉県さいたま市北区土呂町二丁目１４番地の５ 機械器具設置 ○

3028 三菱化工機株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番６１号 機械器具設置 ○

3029 菱明三菱電機機器販売株式会社 県外 秋田県秋田市旭北錦町１番１４号 電気 Ａ

3029 菱明三菱電機機器販売株式会社 県外 秋田県秋田市旭北錦町１番１４号 管 Ｂ

3029 菱明三菱電機機器販売株式会社 県外 秋田県秋田市旭北錦町１番１４号 機械器具設置 ○

3029 菱明三菱電機機器販売株式会社 県外 秋田県秋田市旭北錦町１番１４号 電気通信 ○

3030 株式会社多久製作所東北グループ 県外 宮城県仙台市若林区荒井４丁目２６番地２ 管 Ａ

3030 株式会社多久製作所東北グループ 県外 宮城県仙台市若林区荒井４丁目２６番地２ 鋼構造物 ○

3030 株式会社多久製作所東北グループ 県外 宮城県仙台市若林区荒井４丁目２６番地２ 水道施設 ○

3031 西松建設株式会社北日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町二丁目８番３３号 土木一式 Ａ

3031 西松建設株式会社北日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町二丁目８番３３号 建築一式 Ａ

3031 西松建設株式会社北日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町二丁目８番３３号 水道施設 ○

3031 西松建設株式会社北日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町二丁目８番３３号 解体 ○

3032 富士建設工業株式会社 県外 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 電気 Ａ

3032 富士建設工業株式会社 県外 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 管 Ａ

3032 富士建設工業株式会社 県外 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ タイル・れんが・ブロック ○

3032 富士建設工業株式会社 県外 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 機械器具設置 ○

3033 株式会社ナガワ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１ 建築一式 Ａ

3033 株式会社ナガワ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１ 大工 ○

3033 株式会社ナガワ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１ 解体 ○

3034 株式会社レスターコミュニケーションズ 県外 東京都品川区北品川五丁目９番１１号 電気通信 ○

3035 株式会社森田鉄工所東京営業支店 県外 東京都千代田区岩本町１丁目８番１５号 機械器具設置 ○
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3035 株式会社森田鉄工所東京営業支店 県外 東京都千代田区岩本町１丁目８番１５号 水道施設 ○

3036 三菱マテリアルテクノ株式会社秋田支店 県外 秋田県秋田市茨島三丁目１番１８号 機械器具設置 ○

3037 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 土木一式 Ａ

3037 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 建築一式 Ａ

3037 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 水道施設 ○

3037 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 解体 ○

3038 株式会社奥村組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番２５号 土木一式 Ａ

3038 株式会社奥村組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番２５号 建築一式 Ａ

3038 株式会社奥村組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番２５号 とび・土工・コンクリート ○

3038 株式会社奥村組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番２５号 電気 Ａ

3038 株式会社奥村組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番２５号 管 Ａ

3038 株式会社奥村組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番２５号 鋼構造物 ○

3038 株式会社奥村組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番２５号 内装仕上 ○

3038 株式会社奥村組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番２５号 水道施設 ○

3038 株式会社奥村組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番２５号 解体 ○

3039 株式会社フジタ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目７番３３号 土木一式 Ａ

3039 株式会社フジタ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目７番３３号 建築一式 Ａ

3039 株式会社フジタ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目７番３３号 水道施設 ○

3039 株式会社フジタ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目７番３３号 解体 ○

3040 五洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番２０号 土木一式 Ａ

3040 五洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番２０号 建築一式 Ａ

3040 五洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番２０号 電気 Ａ

3040 五洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番２０号 鋼構造物 ○

3040 五洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番２０号 しゅんせつ ○

3040 五洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番２０号 水道施設 ○

3040 五洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番２０号 解体 ○

3041 株式会社ＴＴＫ 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２３号 土木一式 Ａ

3041 株式会社ＴＴＫ 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２３号 とび・土工・コンクリート ○

3041 株式会社ＴＴＫ 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２３号 電気 Ａ

3041 株式会社ＴＴＫ 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２３号 電気通信 ○

3042 株式会社橋本店 県外 宮城県仙台市青葉区立町２７番２１号 土木一式 Ａ

3042 株式会社橋本店 県外 宮城県仙台市青葉区立町２７番２１号 建築一式 Ａ

3042 株式会社橋本店 県外 宮城県仙台市青葉区立町２７番２１号 水道施設 ○

3043 タカオ株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番１号 とび・土工・コンクリート ○

3044 日本ケーブル株式会社東北支店 県外 山形県山形市東山形一丁目７番２６号 機械器具設置 ○

3045 株式会社マリンテクノサービス 県外 宮城県仙台市泉区八乙女中央一丁目６番１５号 電気通信 ○

3046 株式会社宮本工業所 県外 富山県富山市奥田新町１２番３号 タイル・れんが・ブロック ○

3046 株式会社宮本工業所 県外 富山県富山市奥田新町１２番３号 機械器具設置 ○

3047 青森三菱電機機器販売株式会社 県外 青森県青森市中央１丁目２３番４号 電気 Ａ

3047 青森三菱電機機器販売株式会社 県外 青森県青森市中央１丁目２３番４号 管 Ａ

3047 青森三菱電機機器販売株式会社 県外 青森県青森市中央１丁目２３番４号 機械器具設置 ○

3047 青森三菱電機機器販売株式会社 県外 青森県青森市中央１丁目２３番４号 電気通信 ○

3048 パナソニックＥＷエンジニアリング株式会社北海道・東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目４番６号 電気 Ａ

3048 パナソニックＥＷエンジニアリング株式会社北海道・東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目４番６号 電気通信 ○

3049 株式会社錢高組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目７番１７号（ＳＳ．仙台ビル内） 土木一式 Ａ

3049 株式会社錢高組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目７番１７号（ＳＳ．仙台ビル内） 建築一式 Ａ

3049 株式会社錢高組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目７番１７号（ＳＳ．仙台ビル内） とび・土工・コンクリート ○

3049 株式会社錢高組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目７番１７号（ＳＳ．仙台ビル内） 内装仕上 ○

3049 株式会社錢高組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目７番１７号（ＳＳ．仙台ビル内） 水道施設 ○

3049 株式会社錢高組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目７番１７号（ＳＳ．仙台ビル内） 解体 ○

3050 株式会社竹中工務店東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目４番３３号 土木一式 Ａ

3050 株式会社竹中工務店東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目４番３３号 建築一式 Ａ

3050 株式会社竹中工務店東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目４番３３号 電気 Ａ

3050 株式会社竹中工務店東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目４番３３号 管 Ａ

3051 株式会社前田産業東京支店 県外 東京都港区海岸２丁目６番３０号ＭＳビル３階 建築一式 Ａ

3051 株式会社前田産業東京支店 県外 東京都港区海岸２丁目６番３０号ＭＳビル３階 とび・土工・コンクリート ○

3051 株式会社前田産業東京支店 県外 東京都港区海岸２丁目６番３０号ＭＳビル３階 解体 ○

3052 株式会社日立ビルシステム東日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 電気 Ａ

3052 株式会社日立ビルシステム東日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 管 Ａ

3052 株式会社日立ビルシステム東日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 機械器具設置 ○

3053 水道機工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 機械器具設置 ○

3053 水道機工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 水道施設 ○

3054 鎌長製衡株式会社 県外 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６番地 機械器具設置 ○

3055 岩田地崎建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１２番３０号 土木一式 Ａ

3055 岩田地崎建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１２番３０号 建築一式 Ａ

3055 岩田地崎建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１２番３０号 水道施設 ○

3056 三菱電機株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 電気 Ａ

3056 三菱電機株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 機械器具設置 ○

3056 三菱電機株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 電気通信 ○

3057 第一工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区片平一丁目５番２０号 管 Ａ

3058 富士電機株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 電気 Ａ

3058 富士電機株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 機械器具設置 ○

3058 富士電機株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 電気通信 ○

3059 株式会社大本組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番１５号 土木一式 Ａ

3059 株式会社大本組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番１５号 建築一式 Ａ

3059 株式会社大本組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番１５号 解体 ○

3060 昱株式会社 県外 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 電気 Ａ

3060 昱株式会社 県外 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 管 Ａ
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3060 昱株式会社 県外 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 機械器具設置 ○

3060 昱株式会社 県外 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 電気通信 ○

3060 昱株式会社 県外 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 水道施設 ○

3061 株式会社ＩＨＩインフラシステム東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１番１号 鋼構造物 ○

3062 日比谷総合設備株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 電気 Ａ

3062 日比谷総合設備株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－８ 管 Ａ

3063 株式会社岩城東北営業所 県外 宮城県仙台市泉区泉中央３－９－７　さくらビル２Ｆ－４号室　 鋼構造物 ○

3063 株式会社岩城東北営業所 県外 宮城県仙台市泉区泉中央３－９－７　さくらビル２Ｆ－４号室　 塗装 ○

3063 株式会社岩城東北営業所 県外 宮城県仙台市泉区泉中央３－９－７　さくらビル２Ｆ－４号室　 水道施設 ○

3064 東洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 土木一式 Ａ

3064 東洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 建築一式 Ａ

3064 東洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 鋼構造物 ○

3064 東洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 舗装 Ｂ

3064 東洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 しゅんせつ ○

3064 東洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 塗装 ○

3064 東洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 水道施設 ○

3064 東洋建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 解体 ○

3065 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１３番１８号 鋼構造物 ○

3066 株式会社日立国際電気東日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目６番１号 電気通信 ○

3067 株式会社ミライト東北支店 県外 宮城県仙台市太白区長町５丁目３番２０号 土木一式 Ａ

3067 株式会社ミライト東北支店 県外 宮城県仙台市太白区長町５丁目３番２０号 電気 Ａ

3067 株式会社ミライト東北支店 県外 宮城県仙台市太白区長町５丁目３番２０号 電気通信 ○

3068 株式会社クボタ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４－６－１ 機械器具設置 ○

3068 株式会社クボタ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４－６－１ 水道施設 ○

3069 日本コムテック株式会社東京支店 県外 東京都千代田区内神田２丁目１２番１２号北川ビル 建築一式 Ｂ

3070 鹿島建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号 土木一式 Ａ

3070 鹿島建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号 建築一式 Ａ

3071 株式会社竹中土木東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目４番３３号 土木一式 Ａ

3071 株式会社竹中土木東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目４番３３号 建築一式 Ａ

3071 株式会社竹中土木東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目４番３３号 とび・土工・コンクリート ○

3071 株式会社竹中土木東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目４番３３号 鋼構造物 ○

3071 株式会社竹中土木東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目４番３３号 水道施設 ○

3071 株式会社竹中土木東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目４番３３号 解体 ○

3072 川本工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 管 Ａ

3072 川本工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 消防施設 ○

3073 日本ファブテック株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目１４番２４号 鋼構造物 ○

3074 日立造船株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 建築一式 Ａ

3074 日立造船株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 電気 Ａ

3074 日立造船株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 管 Ａ

3074 日立造船株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 鋼構造物 ○

3074 日立造船株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 機械器具設置 ○

3074 日立造船株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 水道施設 ○

3074 日立造船株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 清掃施設 ○

3075 ＪＦＥプラントエンジ株式会社営業本部索道営業部 県外 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 機械器具設置 ○

3076 大日本土木株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町三丁目４番１８号 土木一式 Ａ

3076 大日本土木株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町三丁目４番１８号 建築一式 Ａ

3076 大日本土木株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町三丁目４番１８号 とび・土工・コンクリート ○

3076 大日本土木株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町三丁目４番１８号 水道施設 ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内土木一式 Ａ

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内建築一式 Ａ

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内左官 ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内 とび・土工・コンクリート ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内石 ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内屋根 ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内電気 Ａ

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内管 Ａ

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内 タイル・れんが・ブロック ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内鋼構造物 ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内 しゅんせつ ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内 ガラス ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内塗装 ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内防水 ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内内装仕上 ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内造園 ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内建具 ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内水道施設 ○

3077 株式会社大林組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号　日本生命仙台勾当台ビル内解体 ○

3078 株式会社クボタ建設東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 土木一式 Ａ

3078 株式会社クボタ建設東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 水道施設 ○

3079 日水産業株式会社関東事業所 県外 埼玉県桶川市川田谷３８１２番地 機械器具設置 ○

3079 日水産業株式会社関東事業所 県外 埼玉県桶川市川田谷３８１２番地 水道施設 ○

3080 株式会社安部日鋼工業東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町一丁目６番１８号 土木一式 Ａ

3080 株式会社安部日鋼工業東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町一丁目６番１８号 とび・土工・コンクリート ○

3080 株式会社安部日鋼工業東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町一丁目６番１８号 鋼構造物 ○

3080 株式会社安部日鋼工業東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町一丁目６番１８号 塗装 ○

3080 株式会社安部日鋼工業東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町一丁目６番１８号 防水 ○

3080 株式会社安部日鋼工業東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町一丁目６番１８号 水道施設 ○

3081 ドリコ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１２ー３０ 管 Ａ
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3081 ドリコ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１２ー３０ 機械器具設置 ○

3081 ドリコ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１２ー３０ さく井 ○

3081 ドリコ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１２ー３０ 水道施設 ○

3082 株式会社ＮＴＴドコモ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１番２号 電気通信 ○

3083 株式会社アイ・ケー・エス 県外 宮城県石巻市鋳銭場５番２１号 とび・土工・コンクリート ○

3083 株式会社アイ・ケー・エス 県外 宮城県石巻市鋳銭場５番２１号 管 Ｂ

3083 株式会社アイ・ケー・エス 県外 宮城県石巻市鋳銭場５番２１号 しゅんせつ ○

3083 株式会社アイ・ケー・エス 県外 宮城県石巻市鋳銭場５番２１号 塗装 ○

3083 株式会社アイ・ケー・エス 県外 宮城県石巻市鋳銭場５番２１号 機械器具設置 ○

3083 株式会社アイ・ケー・エス 県外 宮城県石巻市鋳銭場５番２１号 水道施設 ○

3084 株式会社大氣シャ(外字)東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１２番３０号 管 Ａ

3085 鉄建建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番７号 土木一式 Ａ

3085 鉄建建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番７号 建築一式 Ａ

3085 鉄建建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番７号 とび・土工・コンクリート ○

3085 鉄建建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番７号 解体 ○

3086 株式会社ヤマト東北支店 県外 宮城県大崎市古川駅東１－５－１１ 土木一式 Ａ

3086 株式会社ヤマト東北支店 県外 宮城県大崎市古川駅東１－５－１１ 電気 Ａ

3086 株式会社ヤマト東北支店 県外 宮城県大崎市古川駅東１－５－１１ 管 Ａ

3086 株式会社ヤマト東北支店 県外 宮城県大崎市古川駅東１－５－１１ 鋼構造物 ○

3086 株式会社ヤマト東北支店 県外 宮城県大崎市古川駅東１－５－１１ 機械器具設置 ○

3086 株式会社ヤマト東北支店 県外 宮城県大崎市古川駅東１－５－１１ 水道施設 ○

3087 セコム株式会社 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 電気通信 ○

3087 セコム株式会社 県外 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 消防施設 ○

3088 東急建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目６番１号 土木一式 Ａ

3088 東急建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目６番１号 建築一式 Ａ

3088 東急建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目６番１号 解体 ○

3089 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社営業統括本部 県外 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 電気通信 ○

3090 株式会社ダイキアクシス東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－４－１ 管 Ａ

3090 株式会社ダイキアクシス東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－４－１ 機械器具設置 ○

3090 株式会社ダイキアクシス東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－４－１ 水道施設 ○

3091 シンフォニアエンジニアリング株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡５丁目１番１２号 電気 Ａ

3092 丸茂電機株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区二日町３番１０号　グラン・シャリオビル 電気 Ａ

3093 あおみ建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町二丁目９番１３号 土木一式 Ａ

3093 あおみ建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町二丁目９番１３号 しゅんせつ ○

3093 あおみ建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町二丁目９番１３号 水道施設 ○

3094 安全索道株式会社 県外 滋賀県守山市勝部町４７１番５ 建築一式 Ｃ

3094 安全索道株式会社 県外 滋賀県守山市勝部町４７１番５ とび・土工・コンクリート ○

3094 安全索道株式会社 県外 滋賀県守山市勝部町４７１番５ 電気 Ａ

3094 安全索道株式会社 県外 滋賀県守山市勝部町４７１番５ 機械器具設置 ○

3094 安全索道株式会社 県外 滋賀県守山市勝部町４７１番５ 電気通信 ○

3095 株式会社西原環境東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉五丁目３番３６号 管 Ａ

3095 株式会社西原環境東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉五丁目３番３６号 機械器具設置 ○

3095 株式会社西原環境東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉五丁目３番３６号 水道施設 ○

3095 株式会社西原環境東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉五丁目３番３６号 清掃施設 ○

3096 新日本空調株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目７番１号 管 Ａ

3097 西武建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町１丁目３番２号 土木一式 Ａ

3097 西武建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町１丁目３番２号 建築一式 Ａ

3097 西武建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町１丁目３番２号 解体 ○

クボタ機工株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 機械器具設置 ○

3099 大豊建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番２号 土木一式 Ａ

3099 大豊建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番２号 建築一式 Ａ

3099 大豊建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番２号 とび・土工・コンクリート ○

3099 大豊建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番２号 水道施設 ○

3100 株式会社日立製作所東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 電気 Ａ

3100 株式会社日立製作所東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 電気通信 ○

3101 テスコ株式会社 県外 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 電気 Ａ

3101 テスコ株式会社 県外 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 管 Ａ

3101 テスコ株式会社 県外 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 機械器具設置 ○

3101 テスコ株式会社 県外 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 水道施設 ○

3101 テスコ株式会社 県外 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 清掃施設 ○

3102 株式会社アクアジオテクノ 県外 北海道札幌市白石区本郷通九丁目北４番５号 とび・土工・コンクリート ○

3102 株式会社アクアジオテクノ 県外 北海道札幌市白石区本郷通九丁目北４番５号 管 Ｂ

3102 株式会社アクアジオテクノ 県外 北海道札幌市白石区本郷通九丁目北４番５号 さく井 ○

3103 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 土木一式 Ａ

3103 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 とび・土工・コンクリート ○

3103 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 管 Ａ

3103 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 機械器具設置 ○

3103 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 さく井 ○

3104 矢田工業株式会社 県外 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 土木一式 Ａ

3104 矢田工業株式会社 県外 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ とび・土工・コンクリート ○

3104 矢田工業株式会社 県外 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 鋼構造物 ○

3104 矢田工業株式会社 県外 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 塗装 ○

3104 矢田工業株式会社 県外 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 機械器具設置 ○

3104 矢田工業株式会社 県外 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 水道施設 ○

3105 荏原商事株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目１番８号 電気 Ａ

3105 荏原商事株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目１番８号 管 Ａ

3105 荏原商事株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目１番８号 機械器具設置 ○

3105 荏原商事株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目１番８号 水道施設 ○
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№ 業者名称 住所区分 等級所在地 工種

3106 株式会社きんでん東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９番１号　仙台トラストタワー６階 電気 Ａ

3106 株式会社きんでん東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９番１号　仙台トラストタワー６階 電気通信 ○

3107 ヤマハサウンドシステム株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市若林区舟丁１６番地　小林ビル 電気通信 ○

3108 株式会社中西製作所東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区岩切分台１－８－９ 管 Ａ

3109 日本オーチス・エレベータ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目３番１号 機械器具設置 ○

3110 株式会社ＮＴＴ東日本－東北 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 電気通信 ○

3111 エルゴテック株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市泉区八乙女中央五丁目１０番８号 管 Ａ

3112 住友電設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央４丁目６番１号　 電気 Ａ

3112 住友電設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央４丁目６番１号　 管 Ａ

3112 住友電設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央４丁目６番１号　 電気通信 ○

3113 東海リース株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 建築一式 Ａ

3114 東洋熱工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番７号 管 Ａ

3115 中村弘前株式会社 県外 青森県弘前市清野袋五丁目３番地の１ とび・土工・コンクリート ○

3115 中村弘前株式会社 県外 青森県弘前市清野袋五丁目３番地の１ 造園 ○

3116 株式会社ジーエス・ユアサフィールディングス東北支店 県外 宮城県仙台市太白区泉崎一丁目１８番３９号 電気 Ａ

3117 浅野アタカ株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 とび・土工・コンクリート ○

3117 浅野アタカ株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 電気 Ａ

3117 浅野アタカ株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 管 Ａ

3117 浅野アタカ株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 機械器具設置 ○

3117 浅野アタカ株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 水道施設 ○

3117 浅野アタカ株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 清掃施設 ○

3118 株式会社フソウ東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 土木一式 Ａ

3118 株式会社フソウ東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 建築一式 Ａ

3118 株式会社フソウ東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 電気 Ａ

3118 株式会社フソウ東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 管 Ａ

3118 株式会社フソウ東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 鋼構造物 ○

3118 株式会社フソウ東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 機械器具設置 ○

3118 株式会社フソウ東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 水道施設 ○

3119 エヌエス環境株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区中野２－３－２ とび・土工・コンクリート ○

3120 株式会社三築緑屋システム 県外 東京都北区東十条３－４－３ 電気 Ｂ

3121 東亜建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目８番１３号 土木一式 Ａ

3121 東亜建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目８番１３号 建築一式 Ａ

3121 東亜建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目８番１３号 しゅんせつ ○

3121 東亜建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目８番１３号 解体 ○

3122 クマリフト株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市若林区六丁の目西町１番１８号 機械器具設置 ○

3123 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ仙台総支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１番１１号ハニックスビル５階 塗装 ○

3123 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ仙台総支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１番１１号ハニックスビル５階 防水 ○

3123 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ仙台総支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１番１１号ハニックスビル５階 電気通信 ○

3124 東京索道株式会社 県外 東京都千代田区内神田一丁目４番２号 機械器具設置 ○

3125 株式会社クリハラント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央４－１０－３　仙台キャピタルタワー１４階 電気 Ａ

3126 飛島建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目１番５３号 土木一式 Ａ

3126 飛島建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目１番５３号 建築一式 Ａ

3126 飛島建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目１番５３号 解体 ○

株式会社熊谷組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目３番３６号 土木一式 Ａ

株式会社熊谷組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目３番３６号 建築一式 Ａ

株式会社熊谷組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目３番３６号 とび・土工・コンクリート ○

株式会社熊谷組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目３番３６号 屋根 ○

株式会社熊谷組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目３番３６号 電気 Ａ

株式会社熊谷組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目３番３６号 管 Ａ

株式会社熊谷組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目３番３６号 鋼構造物 ○

株式会社熊谷組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目３番３６号 塗装 ○

株式会社熊谷組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目３番３６号 防水 ○

株式会社熊谷組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目３番３６号 内装仕上 ○

株式会社熊谷組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目３番３６号 解体 ○

3128 共和化工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区立町１番３号 土木一式 Ｃ

3128 共和化工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区立町１番３号 機械器具設置 ○

3128 共和化工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区立町１番３号 水道施設 ○

3128 共和化工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区立町１番３号 清掃施設 ○

3129 株式会社巴コーポレーション東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１８号 建築一式 Ａ

3129 株式会社巴コーポレーション東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１８号 鋼構造物 ○

3130 株式会社富士通ゼネラル東北情報通信ネットワーク営業部 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目５番５号 電気通信 ○

3131 株式会社ウォーターテック北日本支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目２番１０号 機械器具設置 ○

3131 株式会社ウォーターテック北日本支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目２番１０号 水道施設 ○

3132 萱場工業株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区葉山町１番２６号 電気 Ｂ

3132 萱場工業株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区葉山町１番２６号 管 Ａ

3132 萱場工業株式会社 県外 宮城県仙台市青葉区葉山町１番２６号 機械器具設置 ○

3133 松井建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号　仙台ファーストタワー 土木一式 Ａ

3133 松井建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号　仙台ファーストタワー 建築一式 Ａ

3134 株式会社ＧＳユアサ東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 電気 Ａ

3135 株式会社ベルテクノ 県外 愛知県名古屋市中区錦３－５－２７ 水道施設 ○

3136 クリモトパイプエンジニアリング株式会社 県外 大阪府大阪市住之江区泉２丁目１番６４号 土木一式 Ｃ

3137 東芝プラントシステム株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目２番２号 電気 Ａ

3138 東北藤吉工業株式会社 県外 宮城県仙台市若林区蒲町１８番１号 管 Ａ

3138 東北藤吉工業株式会社 県外 宮城県仙台市若林区蒲町１８番１号 機械器具設置 ○

3139 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社東日本支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２番７号 電気通信 ○

3140 クボタ環境エンジニアリング株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町２丁目１５番１号 土木一式 Ａ

3140 クボタ環境エンジニアリング株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町２丁目１５番１号 機械器具設置 ○

3140 クボタ環境エンジニアリング株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町２丁目１５番１号 水道施設 ○
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3140 クボタ環境エンジニアリング株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町２丁目１５番１号 清掃施設 ○

3141 日本設備工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目８番１５号 管 Ａ

3142 株式会社鴻池組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 土木一式 Ａ

3142 株式会社鴻池組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 建築一式 Ａ

3142 株式会社鴻池組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 解体 ○

3143 メタウォーター株式会社東北営業部 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９番１号（仙台トラストタワー） 電気 Ａ

3143 メタウォーター株式会社東北営業部 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９番１号（仙台トラストタワー） 機械器具設置 ○

3143 メタウォーター株式会社東北営業部 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９番１号（仙台トラストタワー） 電気通信 ○

3143 メタウォーター株式会社東北営業部 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９番１号（仙台トラストタワー） 水道施設 ○

3143 メタウォーター株式会社東北営業部 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９番１号（仙台トラストタワー） 清掃施設 ○

3144 三協工業株式会社 県外 東京都品川区西五反田七丁目２０番１１号 電気 Ａ

3144 三協工業株式会社 県外 東京都品川区西五反田七丁目２０番１１号 管 Ａ

3144 三協工業株式会社 県外 東京都品川区西五反田七丁目２０番１１号 機械器具設置 ○

3144 三協工業株式会社 県外 東京都品川区西五反田七丁目２０番１１号 さく井 ○

3144 三協工業株式会社 県外 東京都品川区西五反田七丁目２０番１１号 水道施設 ○

3145 前澤工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 機械器具設置 ○

3145 前澤工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 水道施設 ○

3146 株式会社コトブキ東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区大町２－６－１４日新本社ビル８Ｆ とび・土工・コンクリート ○

3147 新明和アクアテクサービス株式会社東北センター 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目３番１６号 電気 Ｂ

3147 新明和アクアテクサービス株式会社東北センター 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目３番１６号 管 Ｂ

3147 新明和アクアテクサービス株式会社東北センター 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目３番１６号 機械器具設置 ○

3148 株式会社日比谷アメニス 県外 東京都港区三田四丁目７番２７号 土木一式 Ａ

3148 株式会社日比谷アメニス 県外 東京都港区三田四丁目７番２７号 とび・土工・コンクリート ○

3148 株式会社日比谷アメニス 県外 東京都港区三田四丁目７番２７号 造園 ○

3149 シンフォニアテクノロジー株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目１１番１９号 電気 Ａ

3150 株式会社テクノ菱和東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目８番１号 管 Ａ

3151 大成機工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号 土木一式 Ａ

3151 大成機工株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号 水道施設 ○

3152 株式会社サンテック東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区宮千代一丁目１０－１２ 電気 Ａ

3153 三建設備工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１３番２２号 管 Ａ

3154 株式会社北日本ウエスターン商事 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目９番１０号 土木一式 Ａ

3154 株式会社北日本ウエスターン商事 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目９番１０号 管 Ｂ

3154 株式会社北日本ウエスターン商事 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目９番１０号 塗装 ○

3154 株式会社北日本ウエスターン商事 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目９番１０号 機械器具設置 ○

3154 株式会社北日本ウエスターン商事 県外 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目９番１０号 解体 ○

3155 コスモ機電株式会社 県外 青森県八戸市南類家二丁目６番２号 電気 Ｂ

3156 株式会社前川製作所 県外 東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号 電気 Ａ

3156 株式会社前川製作所 県外 東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号 管 Ａ

3156 株式会社前川製作所 県外 東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号 機械器具設置 ○

3156 株式会社前川製作所 県外 東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号 熱絶縁 ○

3157 エクシオグループ株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 土木一式 Ａ

3157 エクシオグループ株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 とび・土工・コンクリート ○

3157 エクシオグループ株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 電気 Ａ

3157 エクシオグループ株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 管 Ａ

3157 エクシオグループ株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舗装 Ａ

3157 エクシオグループ株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 塗装 ○

3157 エクシオグループ株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 機械器具設置 ○

3157 エクシオグループ株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 電気通信 ○

3157 エクシオグループ株式会社 県外 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 清掃施設 ○

3158 管清工業株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市若林区卸町東四丁目３番１７号 土木一式 Ａ

3158 管清工業株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市若林区卸町東四丁目３番１７号 とび・土工・コンクリート ○

3158 管清工業株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市若林区卸町東四丁目３番１７号 しゅんせつ ○

3158 管清工業株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市若林区卸町東四丁目３番１７号 塗装 ○

3158 管清工業株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市若林区卸町東四丁目３番１７号 水道施設 ○

3159 奥村組土木興業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１８番２６号 土木一式 Ａ

3159 奥村組土木興業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１８番２６号 舗装 Ａ

3160 東光鉄工株式会社 県外 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１９－１ 土木一式 Ａ

3160 東光鉄工株式会社 県外 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１９－１ 鋼構造物 ○

3160 東光鉄工株式会社 県外 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１９－１ 機械器具設置 ○

3161 株式会社四電工東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区大町１－４－１ 電気 Ａ

3162 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９ 電気 Ａ

3162 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９ 機械器具設置 ○

3162 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９ 電気通信 ○

3163 大成温調株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目４番２２号 管 Ａ

3164 明和工業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町７丁目１－２３ 土木一式 Ａ

3164 明和工業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町７丁目１－２３ とび・土工・コンクリート ○

3164 明和工業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町７丁目１－２３ 管 Ｂ

3164 明和工業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町７丁目１－２３ 鋼構造物 ○

3164 明和工業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町７丁目１－２３ 塗装 ○

3164 明和工業株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市太白区長町７丁目１－２３ 水道施設 ○

3165 三井住友建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番１４号 土木一式 Ａ

3165 三井住友建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番１４号 建築一式 Ａ

3165 三井住友建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番１４号 とび・土工・コンクリート ○

3165 三井住友建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番１４号 鋼構造物 ○

3165 三井住友建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番１４号 内装仕上 ○

3165 三井住友建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番１４号 水道施設 ○

3165 三井住友建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番１４号 解体 ○

3166 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目５番３０号 電気 Ａ
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3166 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目５番３０号 管 Ａ

3166 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目５番３０号 塗装 ○

3166 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目５番３０号 機械器具設置 ○

3166 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目５番３０号 水道施設 ○

3167 株式会社成和 県外 宮城県宮城郡松島町竹谷字萱倉５８番地　 とび・土工・コンクリート ○

3167 株式会社成和 県外 宮城県宮城郡松島町竹谷字萱倉５８番地　 管 Ｂ

3167 株式会社成和 県外 宮城県宮城郡松島町竹谷字萱倉５８番地　 鋼構造物 ○

3167 株式会社成和 県外 宮城県宮城郡松島町竹谷字萱倉５８番地　 塗装 ○

3167 株式会社成和 県外 宮城県宮城郡松島町竹谷字萱倉５８番地　 機械器具設置 ○

3167 株式会社成和 県外 宮城県宮城郡松島町竹谷字萱倉５８番地　 水道施設 ○

3168 パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 電気 Ａ

3168 パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 電気通信 ○

3169 株式会社前澤エンジニアリングサービス東北営業所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 鋼構造物 ○

3169 株式会社前澤エンジニアリングサービス東北営業所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 機械器具設置 ○

3169 株式会社前澤エンジニアリングサービス東北営業所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 水道施設 ○

3170 鹿島建物総合管理株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区二日町２－１５　二日町鹿島ビル４階 建築一式 Ａ

3170 鹿島建物総合管理株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区二日町２－１５　二日町鹿島ビル４階 とび・土工・コンクリート ○

3170 鹿島建物総合管理株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区二日町２－１５　二日町鹿島ビル４階 電気 Ａ

3170 鹿島建物総合管理株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区二日町２－１５　二日町鹿島ビル４階 管 Ａ

3170 鹿島建物総合管理株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区二日町２－１５　二日町鹿島ビル４階 塗装 ○

3170 鹿島建物総合管理株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区二日町２－１５　二日町鹿島ビル４階 防水 ○

3170 鹿島建物総合管理株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区二日町２－１５　二日町鹿島ビル４階 内装仕上 ○

3171 三晃工業株式会社 県外 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号 機械器具設置 ○

3172 三精工事サービス株式会社東京支店 県外 東京都荒川区東日暮里二丁目３番１１号 機械器具設置 ○

3173 電気興業株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１４番１５号 建築一式 Ａ

3173 電気興業株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１４番１５号 とび・土工・コンクリート ○

3173 電気興業株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１４番１５号 電気 Ａ

3173 電気興業株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１４番１５号 鋼構造物 ○

3173 電気興業株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１４番１５号 塗装 ○

3173 電気興業株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１４番１５号 電気通信 ○

3173 電気興業株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１４番１５号 解体 ○

3174 株式会社楢崎製作所仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目２番１号 鋼構造物 ○

3175 青木あすなろ建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市太白区長町三丁目７番１３号 土木一式 Ａ

3175 青木あすなろ建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市太白区長町三丁目７番１３号 建築一式 Ａ

3176 株式会社クリタス 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 土木一式 Ａ

3176 株式会社クリタス 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 電気 Ａ

3176 株式会社クリタス 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 管 Ａ

3176 株式会社クリタス 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 塗装 ○

3176 株式会社クリタス 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 機械器具設置 ○

3176 株式会社クリタス 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 さく井 ○

3176 株式会社クリタス 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 水道施設 ○

3176 株式会社クリタス 県外 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 清掃施設 ○

3177 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 建築一式 Ｃ

3177 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 屋根 ○

3177 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 電気 Ａ

3177 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 管 Ａ

3177 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 タイル・れんが・ブロック ○

3177 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 内装仕上 ○

3177 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 機械器具設置 ○

3177 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 電気通信 ○

3177 山形パナソニック株式会社 県外 山形県山形市平清水一丁目１番７５号 消防施設 ○

3178 株式会社ミゾタ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町８番６号 鋼構造物 ○

3178 株式会社ミゾタ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町８番６号 機械器具設置 ○

3178 株式会社ミゾタ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町８番６号 水道施設 ○

3179 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目７番１７号 電気 Ａ

3179 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目７番１７号 管 Ａ

3180 オルガノプラントサービス株式会社東北事業所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１１番１号　ＨＦ仙台本町ビルディング４Ｆ機械器具設置 ○

3180 オルガノプラントサービス株式会社東北事業所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１１番１号　ＨＦ仙台本町ビルディング４Ｆ水道施設 ○

3181 協和機電工業株式会社東京支店 県外 東京都台東区台東二丁目２０番１３番　古茂田ビル２階 電気 Ａ

3181 協和機電工業株式会社東京支店 県外 東京都台東区台東二丁目２０番１３番　古茂田ビル２階 機械器具設置 ○

3181 協和機電工業株式会社東京支店 県外 東京都台東区台東二丁目２０番１３番　古茂田ビル２階 水道施設 ○

3182 宇野重工株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号 鋼構造物 ○

3183 株式会社乃村工藝社 県外 東京都港区台場２丁目３番４号 建築一式 Ａ

3183 株式会社乃村工藝社 県外 東京都港区台場２丁目３番４号 鋼構造物 ○

3183 株式会社乃村工藝社 県外 東京都港区台場２丁目３番４号 内装仕上 ○

3184 株式会社内藤ハウス仙台支店 県外 宮城県仙台市太白区郡山６－７－２１　５Ｆ 建築一式 Ａ

3185 エム・エムブリッジ株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町１－８－１ 鋼構造物 ○

3186 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 建築一式 Ｂ

3186 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 電気 Ｂ

3186 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 内装仕上 ○

3186 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 電気通信 ○

3187 オルガノ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１１番１号　ＨＦ仙台本町ビルディング４Ｆ管 Ａ

3187 オルガノ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１１番１号　ＨＦ仙台本町ビルディング４Ｆ機械器具設置 ○

3187 オルガノ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１１番１号　ＨＦ仙台本町ビルディング４Ｆ水道施設 ○

3188 東邦電気工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区五輪二丁目１４番２０号 電気 Ａ

3188 東邦電気工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区五輪二丁目１４番２０号 電気通信 ○

3188 東邦電気工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区五輪二丁目１４番２０号 消防施設 ○

3189 株式会社ヒラカワ仙台営業所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３－８－２２　ＵＳビル２Ｆ 機械器具設置 ○
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3190 内田工業株式会社 県外 愛知県名古屋市中川区好本町三丁目６７番地 とび・土工・コンクリート ○

3190 内田工業株式会社 県外 愛知県名古屋市中川区好本町三丁目６７番地 鋼構造物 ○

3190 内田工業株式会社 県外 愛知県名古屋市中川区好本町三丁目６７番地 造園 ○

3191 住友重機械エンバイロメント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号 管 Ａ

3191 住友重機械エンバイロメント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号 機械器具設置 ○

3191 住友重機械エンバイロメント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号 水道施設 ○

3192 株式会社コモンテックス 県外 新潟県新潟市中央区女池神明二丁目３番地１２ タイル・れんが・ブロック ○

3192 株式会社コモンテックス 県外 新潟県新潟市中央区女池神明二丁目３番地１２ 機械器具設置 ○

3192 株式会社コモンテックス 県外 新潟県新潟市中央区女池神明二丁目３番地１２ 清掃施設 ○

3193 株式会社安藤・間東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目３番１号 土木一式 Ａ

3193 株式会社安藤・間東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目３番１号 建築一式 Ａ

3193 株式会社安藤・間東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目３番１号 とび・土工・コンクリート ○

3193 株式会社安藤・間東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目３番１号 管 Ａ

3193 株式会社安藤・間東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目３番１号 水道施設 ○

3193 株式会社安藤・間東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目３番１号 解体 ○

3194 日本エレベーター製造株式会社仙台営業所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡１－６－３ 機械器具設置 ○

3195 株式会社文明シャッター 県外 青森県八戸市大字長苗代字二日市７番地１ 建具 ○

3196 株式会社サンプラント仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番５号 管 Ａ

3197 株式会社淺沼組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１５番１７号 土木一式 Ａ

3197 株式会社淺沼組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１５番１７号 建築一式 Ａ

3197 株式会社淺沼組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１５番１７号 とび・土工・コンクリート ○

3197 株式会社淺沼組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１５番１７号 鋼構造物 ○

3197 株式会社淺沼組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１５番１７号 塗装 ○

3197 株式会社淺沼組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１５番１７号 内装仕上 ○

3197 株式会社淺沼組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１５番１７号 水道施設 ○

3197 株式会社淺沼組東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１５番１７号 解体 ○

3198 新菱冷熱工業株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３－６－１ 管 Ａ

3199 広和計装株式会社 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田６番地１ 電気 Ｂ

3200 株式会社ヰセキ東北 県外 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼１番地の２ 建築一式 Ｂ

3200 株式会社ヰセキ東北 県外 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼１番地の２ 機械器具設置 ○

3201 宮地エンジニアリング株式会社仙台営業一 県外 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目４番２４号 鋼構造物 ○

3202 株式会社クマヒラ 県外 東京都中央区日本橋本町一丁目１０番３号 とび・土工・コンクリート ○

3202 株式会社クマヒラ 県外 東京都中央区日本橋本町一丁目１０番３号 電気 Ａ

3202 株式会社クマヒラ 県外 東京都中央区日本橋本町一丁目１０番３号 鋼構造物 ○

3202 株式会社クマヒラ 県外 東京都中央区日本橋本町一丁目１０番３号 内装仕上 ○

3202 株式会社クマヒラ 県外 東京都中央区日本橋本町一丁目１０番３号 機械器具設置 ○

3202 株式会社クマヒラ 県外 東京都中央区日本橋本町一丁目１０番３号 電気通信 ○

3202 株式会社クマヒラ 県外 東京都中央区日本橋本町一丁目１０番３号 建具 ○

3203 大成設備株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 管 Ａ

3204 戸田建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目３番２２号 土木一式 Ａ

3204 戸田建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目３番２２号 建築一式 Ａ

3204 戸田建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目３番２２号 電気 Ａ

3204 戸田建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目３番２２号 管 Ａ

3204 戸田建設株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目３番２２号 水道施設 ○

3205 株式会社東北機水 県外 宮城県仙台市若林区六丁の目南町５番３７号 機械器具設置 ○

3206 株式会社大和三光製作所 県外 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 機械器具設置 ○

3207 佐藤工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１０番３号 土木一式 Ａ

3207 佐藤工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１０番３号 建築一式 Ａ

3207 佐藤工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１０番３号 とび・土工・コンクリート ○

3207 佐藤工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１０番３号 電気 Ａ

3207 佐藤工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１０番３号 管 Ａ

3207 佐藤工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１０番３号 解体 ○

3208 株式会社酉島製作所仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 電気 Ａ

3208 株式会社酉島製作所仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 機械器具設置 ○

3208 株式会社酉島製作所仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 水道施設 ○

3209 株式会社東一興業 県外 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘２丁目２４番地の７ 土木一式 Ｃ

3209 株式会社東一興業 県外 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘２丁目２４番地の７ とび・土工・コンクリート ○

3209 株式会社東一興業 県外 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘２丁目２４番地の７ 清掃施設 ○

3210 丸島産業株式会社 県外 大阪府大阪市中央区谷町五丁目３番１７号 鋼構造物 ○

3210 丸島産業株式会社 県外 大阪府大阪市中央区谷町五丁目３番１７号 機械器具設置 ○

3210 丸島産業株式会社 県外 大阪府大阪市中央区谷町五丁目３番１７号 水道施設 ○

3211 株式会社旭商会仙台店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目９番３８号 機械器具設置 ○

3211 株式会社旭商会仙台店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目９番３８号 電気通信 ○

3212 ＯＫＩクロステック株式会社東北支社別館 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号　仙台ファーストタワー 電気 Ａ

3212 ＯＫＩクロステック株式会社東北支社別館 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目１番１号　仙台ファーストタワー 電気通信 ○

3213 日東イシダ株式会社八戸営業所 県外 青森県八戸市大字新井田字小久保尻１６－１ 機械器具設置 ○

3214 東芝エレベータ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 機械器具設置 ○

3215 株式会社塩浜工業東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目１番１２号　仙萩ビルディング３階 土木一式 Ａ

3215 株式会社塩浜工業東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目１番１２号　仙萩ビルディング３階 建築一式 Ａ

3215 株式会社塩浜工業東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目１番１２号　仙萩ビルディング３階 鋼構造物 ○

3215 株式会社塩浜工業東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目１番１２号　仙萩ビルディング３階 解体 ○

3216 ラサ商事株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 機械器具設置 ○

3217 アイテック株式会社 県外 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス電気 Ｂ

3217 アイテック株式会社 県外 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス管 Ｂ

3217 アイテック株式会社 県外 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス機械器具設置 ○

3217 アイテック株式会社 県外 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス水道施設 ○

3217 アイテック株式会社 県外 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス消防施設 ○

3218 東京システム特機株式会社 県外 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 電気 Ｂ
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3218 東京システム特機株式会社 県外 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 電気通信 ○

3219 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 電気 Ａ

3219 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 電気通信 ○

3220 ジャパンエレベーターパーツ株式会社 県外 埼玉県和光市新倉５－６－５０ 機械器具設置 ○

3221 株式会社丸島アクアシステム東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－７－３５　損保ジャパン仙台ビル 鋼構造物 ○

3221 株式会社丸島アクアシステム東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－７－３５　損保ジャパン仙台ビル 機械器具設置 ○

3221 株式会社丸島アクアシステム東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－７－３５　損保ジャパン仙台ビル 水道施設 ○

3222 建設塗装工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目１０番７号 塗装 ○
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