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アイエン工業（株） 香川支店 専務取締役支店長 鎌田 寿一 香川県丸亀市土器町北１－６２ 土木

アイエン工業（株） 香川支店 専務取締役支店長 鎌田 寿一 香川県丸亀市土器町北１－６２ とび土工

アイエン工業（株） 香川支店 専務取締役支店長 鎌田 寿一 香川県丸亀市土器町北１－６２ 石

アイエン工業（株） 香川支店 専務取締役支店長 鎌田 寿一 香川県丸亀市土器町北１－６２ 鋼構造物

アイエン工業（株） 香川支店 専務取締役支店長 鎌田 寿一 香川県丸亀市土器町北１－６２ 浚渫

アイエン工業（株） 香川支店 専務取締役支店長 鎌田 寿一 香川県丸亀市土器町北１－６２ 水道

アイエン工業（株） 香川支店 専務取締役支店長 鎌田 寿一 香川県丸亀市土器町北１－６２ 解体

アイサワ工業（株） 四国支店 支店長 岡野 昌誠 香川県高松市城東町１－６－２６ 土木

アイサワ工業（株） 四国支店 支店長 岡野 昌誠 香川県高松市城東町１－６－２６ 建築

アイサワ工業（株） 四国支店 支店長 岡野 昌誠 香川県高松市城東町１－６－２６ とび土工

アイサワ工業（株） 四国支店 支店長 岡野 昌誠 香川県高松市城東町１－６－２６ 鋼構造物

アイサワ工業（株） 四国支店 支店長 岡野 昌誠 香川県高松市城東町１－６－２６ 浚渫

アイサワ工業（株） 四国支店 支店長 岡野 昌誠 香川県高松市城東町１－６－２６ 水道

愛知時計電機（株）高松営業所 所長 坂之上 元 香川県高松市番町１－６－６甲南アセット番町ビル３０２ 電気

愛知時計電機（株）高松営業所 所長 坂之上 元 香川県高松市番町１－６－６甲南アセット番町ビル３０２ 管

愛知時計電機（株）高松営業所 所長 坂之上 元 香川県高松市番町１－６－６甲南アセット番町ビル３０２ 電気通信

相原工業（株） 代表取締役 相原 謙一 香川県小豆郡小豆島町草壁本町６６１－６ 土木

相原工業（株） 代表取締役 相原 謙一 香川県小豆郡小豆島町草壁本町６６１－６ 水道

アイム電機工業（株） 四国営業所 営業所長 黒川 直幸 愛媛県新居浜市西原町２－２－９－１１３ 機械器具

青木あすなろ建設（株）四国支店 支店長 髙倉 剛 香川県高松市磨屋町３－１ 土木

青木あすなろ建設（株）四国支店 支店長 髙倉 剛 香川県高松市磨屋町３－１ 建築

青木あすなろ建設（株）四国支店 支店長 髙倉 剛 香川県高松市磨屋町３－１ 鋼構造物

青木あすなろ建設（株）四国支店 支店長 髙倉 剛 香川県高松市磨屋町３－１ 浚渫

青木あすなろ建設（株）四国支店 支店長 髙倉 剛 香川県高松市磨屋町３－１ 水道

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ 土木

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ 建築

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ とび土工

令和4年度　小豆島町建設工事指名競争入札参加資格者名簿（五十音順）



商号 代表者又は受任者役職 代表者又は受任者氏名 所在地 希望業種

令和4年度　小豆島町建設工事指名競争入札参加資格者名簿（五十音順）

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ 電気

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ 鋼構造物

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ 舗装

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ 浚渫

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ 塗装

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ 造園

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ さく井

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ 水道

青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司 香川県高松市林町４７５－１ 解体

あおみ建設（株） 四国支店 支店長 西岡 里志 香川県高松市塩上町３－２－４ 土木

あおみ建設（株） 四国支店 支店長 西岡 里志 香川県高松市塩上町３－２－４ 浚渫

あおみ建設（株） 四国支店 支店長 西岡 里志 香川県高松市塩上町３－２－４ 水道

秋田工業（株） 代表取締役 佐々木 孝 香川県小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 土木

秋田工業（株） 代表取締役 佐々木 孝 香川県小豆郡小豆島町木庄甲２５５ とび土工

秋田工業（株） 代表取締役 佐々木 孝 香川県小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 石

秋田工業（株） 代表取締役 佐々木 孝 香川県小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 管

秋田工業（株） 代表取締役 佐々木 孝 香川県小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 舗装

秋田工業（株） 代表取締役 佐々木 孝 香川県小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 造園

秋田工業（株） 代表取締役 佐々木 孝 香川県小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 水道

秋田工業（株） 代表取締役 佐々木 孝 香川県小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 解体

浅海電気（株） 高松営業所 営業所長 杉本 聖和 香川県高松市磨屋町５－９ 電気

（株）アセント 代表取締役 木越 健二 東京都港区芝浦４－１６－２３ 電気

（株）アセント 代表取締役 木越 健二 東京都港区芝浦４－１６－２３ 電気通信

（株）安部日鋼工業 四国営業所 所長 阪中 寿康 香川県高松市番町２－１７－１５ 土木

（株）安部日鋼工業 四国営業所 所長 阪中 寿康 香川県高松市番町２－１７－１５ とび土工

（株）安部日鋼工業 四国営業所 所長 阪中 寿康 香川県高松市番町２－１７－１５ 鋼構造物

（株）安部日鋼工業 四国営業所 所長 阪中 寿康 香川県高松市番町２－１７－１５ 水道
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（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 土木

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 建築

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 大工

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 左官

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ とび土工

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 石

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 屋根

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ タイル

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 鋼構造物

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 舗装

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 浚渫

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 防水

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 内装

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 建具

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 水道

（株）安藤・間 四国支店 支店長 田邉 裕之 香川県高松市片原町１１－１ 解体

井口電気工事（株）池田支店 支店長 井口 明義 香川県小豆郡小豆島町池田９０４－１ 電気

井口電気工事（株）池田支店 支店長 井口 明義 香川県小豆郡小豆島町池田９０４－１ 管

井口電気工事（株）池田支店 支店長 井口 明義 香川県小豆郡小豆島町池田９０４－１ 水道

井口電気工事（株）池田支店 支店長 井口 明義 香川県小豆郡小豆島町池田９０４－１ 消防

池田建設工業（株） 代表取締役 江崎 健八郎 香川県高松市塩上町１０－５池商はせ川ビル 土木

池田建設工業（株） 代表取締役 江崎 健八郎 香川県高松市塩上町１０－５池商はせ川ビル 浚渫

（株）石垣 四国支店 支店長 秋山 豊弘 香川県高松市林町２５０７－２ 機械器具

（株）石垣 四国支店 支店長 秋山 豊弘 香川県高松市林町２５０７－２ 水道

石垣メンテナンス（株） 四国支店 支店長 大井 崇司 香川県高松市林町２５０７－２ 管

石垣メンテナンス（株） 四国支店 支店長 大井 崇司 香川県高松市林町２５０７－２ 機械器具

石垣メンテナンス（株） 四国支店 支店長 大井 崇司 香川県高松市林町２５０７－２ 水道
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（株）イズミ 代表取締役 泉 淳之 香川県高松市鬼無町鬼無９７－３ 土木

（株）イズミ 代表取締役 泉 淳之 香川県高松市鬼無町鬼無９７－３ とび土工

（株）イズミ 代表取締役 泉 淳之 香川県高松市鬼無町鬼無９７－３ 石

（株）イズミ 代表取締役 泉 淳之 香川県高松市鬼無町鬼無９７－３ 造園

（株）イズミ 代表取締役 泉 淳之 香川県高松市鬼無町鬼無９７－３ 解体

泉鋼業（株） 代表取締役 富家 孝明 香川県高松市朝日町５－２－３ 鋼構造物

泉鋼業（株） 代表取締役 富家 孝明 香川県高松市朝日町５－２－３ 機械器具

（株）和泉屋石材店 代表取締役 和泉 成治 香川県高松市牟礼町牟礼３７１７ とび土工

（株）和泉屋石材店 代表取締役 和泉 成治 香川県高松市牟礼町牟礼３７１７ 石

（株）和泉屋石材店 代表取締役 和泉 成治 香川県高松市牟礼町牟礼３７１７ 造園

一光電機（株） 代表取締役 池田 晃 香川県高松市香南町由佐２０８２ 電気

一光電機（株） 代表取締役 池田 晃 香川県高松市香南町由佐２０８２ 電気通信

一光電機（株） 代表取締役 池田 晃 香川県高松市香南町由佐２０８２ 消防

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 建築

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 大工

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 左官

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 屋根

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 電気

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 管

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ タイル

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 鉄筋

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 板金

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ ガラス

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 防水

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 内装

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 機械器具

井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 熱絶縁
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井原工業（株） 代表取締役 井原 伸 愛媛県四国中央市三島宮川４－２－１８ 建具

井原工業（株） 観音寺営業所 所長 白石 哲麿 香川県観音寺市三本松町４－２－７８ 土木

井原工業（株） 観音寺営業所 所長 白石 哲麿 香川県観音寺市三本松町４－２－７８ とび土工

井原工業（株） 観音寺営業所 所長 白石 哲麿 香川県観音寺市三本松町４－２－７８ 石

井原工業（株） 観音寺営業所 所長 白石 哲麿 香川県観音寺市三本松町４－２－７８ 鋼構造物

井原工業（株） 観音寺営業所 所長 白石 哲麿 香川県観音寺市三本松町４－２－７８ 舗装

井原工業（株） 観音寺営業所 所長 白石 哲麿 香川県観音寺市三本松町４－２－７８ 浚渫

井原工業（株） 観音寺営業所 所長 白石 哲麿 香川県観音寺市三本松町４－２－７８ 塗装

井原工業（株） 観音寺営業所 所長 白石 哲麿 香川県観音寺市三本松町４－２－７８ 水道

井原工業（株） 観音寺営業所 所長 白石 哲麿 香川県観音寺市三本松町４－２－７８ 解体

（有）岩本松香園 代表取締役 播磨 敏行 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－２７５ 造園

（株）植原建設 代表取締役 植原 毅 香川県高松市楠上町１－９－３１ 土木

（株）植原建設 代表取締役 植原 毅 香川県高松市楠上町１－９－３１ 建築

（株）植原建設 代表取締役 植原 毅 香川県高松市楠上町１－９－３１ とび土工

（株）植原建設 代表取締役 植原 毅 香川県高松市楠上町１－９－３１ 防水

（株）植原建設 代表取締役 植原 毅 香川県高松市楠上町１－９－３１ 解体

（有）植松工務店 代表取締役 松尾 寛之 香川県小豆郡小豆島町安田甲１２－１ 建築

（有）植松工務店 代表取締役 松尾 寛之 香川県小豆郡小豆島町安田甲１２－１ 大工

（株）ウォーターテック 四国営業所 担当部長 田中 幸典 香川県高松市鬼無町藤井６２５－１ 電気

（株）ウォーターテック 四国営業所 担当部長 田中 幸典 香川県高松市鬼無町藤井６２５－１ 管

（株）ウォーターテック 四国営業所 担当部長 田中 幸典 香川県高松市鬼無町藤井６２５－１ 機械器具

（株）ウォーターテック 四国営業所 担当部長 田中 幸典 香川県高松市鬼無町藤井６２５－１ 水道

（株）エースウォーター 四国営業所 所長 住友 敏彦 香川県高松市伏石町２０３６－４ 電気

（株）エースウォーター 四国営業所 所長 住友 敏彦 香川県高松市伏石町２０３６－４ 機械器具

（株）エースウォーター 四国営業所 所長 住友 敏彦 香川県高松市伏石町２０３６－４ 水道

ＳＳＧチェーンヨコヤマ店 横山 武 香川県小豆郡土庄町淵崎甲２１３７ 電気

エスエヌ環境テクノロジー（株） 代表取締役 辻 勝久 大阪府大阪市此花区西九条５－３－２８ 機械器具
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エスエヌ環境テクノロジー（株） 代表取締役 辻 勝久 大阪府大阪市此花区西九条５－３－２８ 清掃

（株）エスケイ電業 代表取締役 佐藤 佳生 香川県高松市由良町５６０－１ 電気

（株）エスケイ電業 代表取締役 佐藤 佳生 香川県高松市由良町５６０－１ 電気通信

（株）ＳＴＮｅｔ 代表取締役 小林 功 香川県高松市春日町１７３５－３ 電気

（株）ＳＴＮｅｔ 代表取締役 小林 功 香川県高松市春日町１７３５－３ 電気通信

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 四国支店 支店長 佐々木 正人 香川県高松市中野町２９－２ 電気

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 四国支店 支店長 佐々木 正人 香川県高松市中野町２９－２ 電気通信

NECフィールディング（株） 四国支社高松支店 支店長 吉川 明夫 香川県高松市今里町６－１７ 電気

NECフィールディング（株） 四国支社高松支店 支店長 吉川 明夫 香川県高松市今里町６－１７ 管

NECフィールディング（株） 四国支社高松支店 支店長 吉川 明夫 香川県高松市今里町６－１７ 内装

NECフィールディング（株） 四国支社高松支店 支店長 吉川 明夫 香川県高松市今里町６－１７ 電気通信

（株）ＮＨＫテクノロジーズ 高松事業所 所長 樫尾 朋宏 香川県高松市城東町１－６－２６ 電気通信

（株）ＮＨＫテクノロジーズ 松山総支社 総支社長 土屋 幸男 愛媛県松山市朝生田町２－２－３３ 建築

（株）ＮＨＫテクノロジーズ 松山総支社 総支社長 土屋 幸男 愛媛県松山市朝生田町２－２－３３ 電気

（株）ＮＨＫテクノロジーズ 松山総支社 総支社長 土屋 幸男 愛媛県松山市朝生田町２－２－３３ 塗装

（株）ＮＨＫテクノロジーズ 松山総支社 総支社長 土屋 幸男 愛媛県松山市朝生田町２－２－３３ 防水

エヌケー建設（株） 代表取締役 浜 圭司 香川県高松市木太町５０９８－４ 建築

（株）エヌティティデータ四国 代表取締役 山田 典史 愛媛県松山市三番町４－９－６ 電気通信

（株）ＮＴＴドコモ 四国支社 執行役員四国支社長 吉澤 啓介 香川県高松市天神前９－１ 電気通信

（株）荏原製作所 四国支店 支店長 田村 秀雄 香川県高松市伏石町２１５１－２ 機械器具

（株）エムケーインデクト 代表取締役 今中 健二 香川県木田郡三木町池戸甲６３９－１ 土木

（株）エムケーインデクト 代表取締役 今中 健二 香川県木田郡三木町池戸甲６３９－１ 建築

（株）エムケーインデクト 代表取締役 今中 健二 香川県木田郡三木町池戸甲６３９－１ とび土工

（株）エムケーインデクト 代表取締役 今中 健二 香川県木田郡三木町池戸甲６３９－１ 石

（株）エムケーインデクト 代表取締役 今中 健二 香川県木田郡三木町池戸甲６３９－１ 鋼構造物

（株）エムケーインデクト 代表取締役 今中 健二 香川県木田郡三木町池戸甲６３９－１ 舗装

（株）エムケーインデクト 代表取締役 今中 健二 香川県木田郡三木町池戸甲６３９－１ 浚渫
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（株）エムケーインデクト 代表取締役 今中 健二 香川県木田郡三木町池戸甲６３９－１ 塗装

（株）エムケーインデクト 代表取締役 今中 健二 香川県木田郡三木町池戸甲６３９－１ 水道

（株）エムケーインデクト 代表取締役 今中 健二 香川県木田郡三木町池戸甲６３９－１ 解体

大久保体器（株） 代表取締役 安田 透 岡山県岡山市東区鉄４０９ とび土工

大久保体器（株） 代表取締役 安田 透 岡山県岡山市東区鉄４０９ 造園

大字建設（株） 代表取締役 大字 徹 香川県東かがわ市吉田６５８－１ 土木

大字建設（株） 代表取締役 大字 徹 香川県東かがわ市吉田６５８－１ 建築

大字建設（株） 代表取締役 大字 徹 香川県東かがわ市吉田６５８－１ とび土工

大字建設（株） 代表取締役 大字 徹 香川県東かがわ市吉田６５８－１ 石

大字建設（株） 代表取締役 大字 徹 香川県東かがわ市吉田６５８－１ 管

大字建設（株） 代表取締役 大字 徹 香川県東かがわ市吉田６５８－１ 鋼構造物

大字建設（株） 代表取締役 大字 徹 香川県東かがわ市吉田６５８－１ 舗装

大字建設（株） 代表取締役 大字 徹 香川県東かがわ市吉田６５８－１ 浚渫

大字建設（株） 代表取締役 大字 徹 香川県東かがわ市吉田６５８－１ 塗装

大字建設（株） 代表取締役 大字 徹 香川県東かがわ市吉田６５８－１ 水道

大字建設（株） 代表取締役 大字 徹 香川県東かがわ市吉田６５８－１ 解体

（有）大塚造園土木 代表取締役 大塚 正道 香川県小豆郡小豆島町神懸通甲３２４－８ 土木

大西建築 代表者 大西 義則 香川県小豆郡小豆島町中山９３１－３ 建築

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 土木

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 建築

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 大工

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 左官

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ とび土工

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 石

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 屋根

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 電気

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 管
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（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ タイル

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 鋼構造物

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 鉄筋

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 舗装

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 浚渫

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 防水

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 内装

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 熱絶縁

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 建具

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 水道

（株）大林組 四国支店 執行役員支店長 佐々木 嘉仁 香川県高松市中央町１１－１１ 解体

（株）大本組 四国支店 支店長 山田 健次 香川県高松市番町３－２－１ 土木

（株）大本組 四国支店 支店長 山田 健次 香川県高松市番町３－２－１ 建築

（株）大本組 四国支店 支店長 山田 健次 香川県高松市番町３－２－１ とび土工

（株）大本組 四国支店 支店長 山田 健次 香川県高松市番町３－２－１ 浚渫

（株）大屋冨工作所 代表取締役 廣瀬 習 香川県坂出市大屋冨町１７７７－３１ 土木

（株）大屋冨工作所 代表取締役 廣瀬 習 香川県坂出市大屋冨町１７７７－３１ 管

（株）大屋冨工作所 代表取締役 廣瀬 習 香川県坂出市大屋冨町１７７７－３１ 鋼構造物

（株）大屋冨工作所 代表取締役 廣瀬 習 香川県坂出市大屋冨町１７７７－３１ 機械器具

（株）大屋冨工作所 代表取締役 廣瀬 習 香川県坂出市大屋冨町１７７７－３１ 水道

沖電気工業（株） 四国支社 支社長 秀 文人 香川県高松市番町１－７－５ 電気通信

（株）奥村組 四国支店 執行役員支店長 角谷 嘉泰 香川県高松市寿町２－３－１１ 土木

（株）奥村組 四国支店 執行役員支店長 角谷 嘉泰 香川県高松市寿町２－３－１１ 建築

（株）奥村組 四国支店 執行役員支店長 角谷 嘉泰 香川県高松市寿町２－３－１１ とび土工

（株）奥村組 四国支店 執行役員支店長 角谷 嘉泰 香川県高松市寿町２－３－１１ 電気

（株）奥村組 四国支店 執行役員支店長 角谷 嘉泰 香川県高松市寿町２－３－１１ 管

（株）奥村組 四国支店 執行役員支店長 角谷 嘉泰 香川県高松市寿町２－３－１１ 鋼構造物
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（株）奥村組 四国支店 執行役員支店長 角谷 嘉泰 香川県高松市寿町２－３－１１ 浚渫

（株）奥村組 四国支店 執行役員支店長 角谷 嘉泰 香川県高松市寿町２－３－１１ 内装

（株）奥村組 四国支店 執行役員支店長 角谷 嘉泰 香川県高松市寿町２－３－１１ 水道

（株）奥村組 四国支店 執行役員支店長 角谷 嘉泰 香川県高松市寿町２－３－１１ 解体

奥村組土木工業（株） 高松営業所 所長 阪本 範治 香川県高松市藤塚町１－２－１ 土木

奥村組土木工業（株） 高松営業所 所長 阪本 範治 香川県高松市藤塚町１－２－１ とび土工

奥村組土木工業（株） 高松営業所 所長 阪本 範治 香川県高松市藤塚町１－２－１ 舗装

奥村組土木工業（株） 高松営業所 所長 阪本 範治 香川県高松市藤塚町１－２－１ 浚渫

（株）ガイアート 四国支店 支店長 大塚 一弘 香川県高松市上天神町７６０－１ 土木

（株）ガイアート 四国支店 支店長 大塚 一弘 香川県高松市上天神町７６０－１ とび土工

（株）ガイアート 四国支店 支店長 大塚 一弘 香川県高松市上天神町７６０－１ 石

（株）ガイアート 四国支店 支店長 大塚 一弘 香川県高松市上天神町７６０－１ 鋼構造物

（株）ガイアート 四国支店 支店長 大塚 一弘 香川県高松市上天神町７６０－１ 舗装

（株）ガイアート 四国支店 支店長 大塚 一弘 香川県高松市上天神町７６０－１ 浚渫

（株）ガイアート 四国支店 支店長 大塚 一弘 香川県高松市上天神町７６０－１ 水道

香川アロー（株） 代表取締役 藤村 誠 香川県観音寺市柞田町甲８３２－１ 管

（株）香川設備 代表取締役 緋田 和孝 香川県小豆郡小豆島町池田３４６４－１ 土木

（株）香川設備 代表取締役 緋田 和孝 香川県小豆郡小豆島町池田３４６４－１ 管

（株）香川設備 代表取締役 緋田 和孝 香川県小豆郡小豆島町池田３４６４－１ 水道

（株）香川設備 代表取締役 緋田 和孝 香川県小豆郡小豆島町池田３４６４－１ 消防

香川道路施設（株） 代表取締役 片山 裕美 香川県高松市丸の内１１－１０開発ビル３階 土木

香川道路施設（株） 代表取締役 片山 裕美 香川県高松市丸の内１１－１０開発ビル３階 とび土工

香川道路施設（株） 代表取締役 片山 裕美 香川県高松市丸の内１１－１０開発ビル３階 舗装

香川道路施設（株） 代表取締役 片山 裕美 香川県高松市丸の内１１－１０開発ビル３階 塗装

香川舗道（株） 代表取締役 片山 佑介 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－２１０ 土木

香川舗道（株） 代表取締役 片山 佑介 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－２１０ 建築

香川舗道（株） 代表取締役 片山 佑介 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－２１０ とび土工
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香川舗道（株） 代表取締役 片山 佑介 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－２１０ 電気

香川舗道（株） 代表取締役 片山 佑介 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－２１０ 舗装

香川舗道（株） 代表取締役 片山 佑介 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－２１０ 浚渫

香川舗道（株） 代表取締役 片山 佑介 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－２１０ 塗装

香川舗道（株） 代表取締役 片山 佑介 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－２１０ 造園

香川舗道（株） 代表取締役 片山 佑介 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－２１０ 水道

香川舗道（株） 代表取締役 片山 佑介 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－２１０ 解体

鹿島建設（株） 四国支店 常務執行役員支店長 吉田 英信 香川県高松市亀井町１－３ 土木

鹿島建設（株） 四国支店 常務執行役員支店長 吉田 英信 香川県高松市亀井町１－３ 建築

鹿島建設（株） 四国支店 常務執行役員支店長 吉田 英信 香川県高松市亀井町１－３ とび土工

鹿島建設（株） 四国支店 常務執行役員支店長 吉田 英信 香川県高松市亀井町１－３ 石

鹿島建設（株） 四国支店 常務執行役員支店長 吉田 英信 香川県高松市亀井町１－３ 電気

鹿島建設（株） 四国支店 常務執行役員支店長 吉田 英信 香川県高松市亀井町１－３ 管

鹿島建設（株） 四国支店 常務執行役員支店長 吉田 英信 香川県高松市亀井町１－３ 内装

鹿島建設（株） 四国支店 常務執行役員支店長 吉田 英信 香川県高松市亀井町１－３ 水道

春日緑地建設（株） 代表取締役 岡野 浩城 香川県高松市春日町１８６－１ 土木

春日緑地建設（株） 代表取締役 岡野 浩城 香川県高松市春日町１８６－１ とび土工

春日緑地建設（株） 代表取締役 岡野 浩城 香川県高松市春日町１８６－１ 石

春日緑地建設（株） 代表取締役 岡野 浩城 香川県高松市春日町１８６－１ 舗装

春日緑地建設（株） 代表取締役 岡野 浩城 香川県高松市春日町１８６－１ 造園

（有）片岡建設 取締役 片岡 満徳 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃２５７２ 土木

（株）カナック 代表取締役 石橋 雄二 香川県高松市三谷町１３６ 土木

（株）カナック 代表取締役 石橋 雄二 香川県高松市三谷町１３６ 電気

（株）カナック 代表取締役 石橋 雄二 香川県高松市三谷町１３６ 管

（株）カナック 代表取締役 石橋 雄二 香川県高松市三谷町１３６ 鋼構造物

（株）カナック 代表取締役 石橋 雄二 香川県高松市三谷町１３６ 塗装

（株）カナック 代表取締役 石橋 雄二 香川県高松市三谷町１３６ 機械器具
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（株）カナック 代表取締役 石橋 雄二 香川県高松市三谷町１３６ 電気通信

（株）カナック 代表取締役 石橋 雄二 香川県高松市三谷町１３６ 水道

（株）カナック 代表取締役 石橋 雄二 香川県高松市三谷町１３６ 消防

（株）カナックビジネスソリューション 代表取締役 尾崎 一仁 香川県高松市三谷町１３６カナックビル別棟２階 電気通信

鎌長製衝（株） 代表取締役 鎌田 長明 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６ 機械器具

鎌長製衝（株） 代表取締役 鎌田 長明 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６ 清掃

（有）河内工務店 代表取締役 河内 謙治 香川県小豆郡小豆島町馬木甲１２４－５ 土木

（有）河内工務店 代表取締役 河内 謙治 香川県小豆郡小豆島町馬木甲１２４－５ とび土工

（有）河内工務店 代表取締役 河内 謙治 香川県小豆郡小豆島町馬木甲１２４－５ 水道

（有）河内工務店 代表取締役 河内 謙治 香川県小豆郡小豆島町馬木甲１２４－５ 解体

川本建設 代表者 川本 茂 香川県小豆郡小豆島町蒲野２４０７ 土木

関西建装（株） 代表取締役 矢嶋 義明 香川県高松市三谷町２４４７－２ 塗装

関西建装（株） 代表取締役 矢嶋 義明 香川県高松市三谷町２４４７－２ 防水

関西建装（株） 代表取締役 矢嶋 義明 香川県高松市三谷町２４４７－２ 内装

（株）かんでんエンジニアリング 四国営業所 所長 久保 隆志 香川県さぬき市志度１２９８－４０ 電気通信

雉鳥工業（株） 代表取締役 渡邉 浩徳 香川県高松市上福岡町１２０１ 電気

雉鳥工業（株） 代表取締役 渡邉 浩徳 香川県高松市上福岡町１２０１ 管

雉鳥工業（株） 代表取締役 渡邉 浩徳 香川県高松市上福岡町１２０１ 水道

雉鳥工業（株） 代表取締役 渡邉 浩徳 香川県高松市上福岡町１２０１ 消防

（株）北岡組 代表取締役 北岡 眞文 徳島県美馬市美馬町字妙見６７－２ 土木

（株）北岡組 代表取締役 北岡 眞文 徳島県美馬市美馬町字妙見６７－２ 建築

（株）北岡組 代表取締役 北岡 眞文 徳島県美馬市美馬町字妙見６７－２ とび土工

（株）北岡組 代表取締役 北岡 眞文 徳島県美馬市美馬町字妙見６７－２ 舗装

（株）北岡組 代表取締役 北岡 眞文 徳島県美馬市美馬町字妙見６７－２ 解体

（株）木村 代表取締役 木村 一利 香川県小豆郡小豆島町安田甲２２６－２ 土木

（株）木村 代表取締役 木村 一利 香川県小豆郡小豆島町安田甲２２６－２ とび土工

（株）木村 代表取締役 木村 一利 香川県小豆郡小豆島町安田甲２２６－２ 管
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（株）木村 代表取締役 木村 一利 香川県小豆郡小豆島町安田甲２２６－２ 浚渫

（株）木村 代表取締役 木村 一利 香川県小豆郡小豆島町安田甲２２６－２ 塗装

（株）木村 代表取締役 木村 一利 香川県小豆郡小豆島町安田甲２２６－２ 水道

（株）木村 代表取締役 木村 一利 香川県小豆郡小豆島町安田甲２２６－２ 解体

（株）木村建設 代表取締役 木村 直樹 香川県高松市中間町８６９－１ 土木

（株）木村建設 代表取締役 木村 直樹 香川県高松市中間町８６９－１ 建築

（株）木村建設 代表取締役 木村 直樹 香川県高松市中間町８６９－１ とび土工

（株）木村建設 代表取締役 木村 直樹 香川県高松市中間町８６９－１ 解体

共信コミュニケーションズ四国（株） 代表取締役 秋山 英次郎 香川県丸亀市城南町６１ 電気

共信コミュニケーションズ四国（株） 代表取締役 秋山 英次郎 香川県丸亀市城南町６１ 電気通信

（株）協和エクシオ 四国支店 常務執行役員支店長 佐藤 八三 香川県高松市林町１４８‐２０ 土木

（株）協和エクシオ 四国支店 常務執行役員支店長 佐藤 八三 香川県高松市林町１４８‐２０ 電気

（株）協和エクシオ 四国支店 常務執行役員支店長 佐藤 八三 香川県高松市林町１４８‐２０ 電気通信

共和化工（株） 広島支店 支店長 黒上 敦嗣 広島県広島市中区東千田町２－９－５７ 土木

共和化工（株） 広島支店 支店長 黒上 敦嗣 広島県広島市中区東千田町２－９－５７ 管

共和化工（株） 広島支店 支店長 黒上 敦嗣 広島県広島市中区東千田町２－９－５７ 機械器具

共和化工（株） 広島支店 支店長 黒上 敦嗣 広島県広島市中区東千田町２－９－５７ 水道

共和化工（株） 広島支店 支店長 黒上 敦嗣 広島県広島市中区東千田町２－９－５７ 清掃

協和機電工業（株） 大阪支店 支店長 村田 隆 大阪府大阪市城東区永田二丁目１－２０ 電気

協和機電工業（株） 大阪支店 支店長 村田 隆 大阪府大阪市城東区永田二丁目１－２０ 機械器具

協和機電工業（株） 大阪支店 支店長 村田 隆 大阪府大阪市城東区永田二丁目１－２０ 電気通信

協和機電工業（株） 大阪支店 支店長 村田 隆 大阪府大阪市城東区永田二丁目１－２０ 水道

協和テクノロジィズ（株） 香川事業所 事業所長 濱本 威一郎 香川県高松市今里町１－９－１４ 電気

協和テクノロジィズ（株） 香川事業所 事業所長 濱本 威一郎 香川県高松市今里町１－９－１４ 電気通信

協和テクノロジィズ（株） 香川事業所 事業所長 濱本 威一郎 香川県高松市今里町１－９－１４ 消防

（有）協和土木 代表取締役 三宅 義明 香川県小豆郡小豆島町室生５３０ 土木

（有）協和土木 代表取締役 三宅 義明 香川県小豆郡小豆島町室生５３０ とび土工
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（有）協和土木 代表取締役 三宅 義明 香川県小豆郡小豆島町室生５３０ 石

（有）協和土木 代表取締役 三宅 義明 香川県小豆郡小豆島町室生５３０ 舗装

（有）協和土木 代表取締役 三宅 義明 香川県小豆郡小豆島町室生５３０ 浚渫

（有）協和土木 代表取締役 三宅 義明 香川県小豆郡小豆島町室生５３０ 水道

（有）協和土木 代表取締役 三宅 義明 香川県小豆郡小豆島町室生５３０ 解体

（株）きんでん 四国支社 執行役員支社長 岡田 眞嗣 香川県高松市福岡町３－４－８ 電気

（株）きんでん 四国支社 執行役員支社長 岡田 眞嗣 香川県高松市福岡町３－４－８ 管

（株）きんでん 四国支社 執行役員支社長 岡田 眞嗣 香川県高松市福岡町３－４－８ 電気通信

（有）楠工務店 代表取締役 楠 幸晴 香川県小豆郡小豆島町片城甲１１６－２ 建築

（有）楠設備 代表取締役 楠 信彦 香川県小豆郡小豆島町池田１３５８－２ 土木

（有）楠設備 代表取締役 楠 信彦 香川県小豆郡小豆島町池田１３５８－２ 管

（有）楠設備 代表取締役 楠 信彦 香川県小豆郡小豆島町池田１３５８－２ 水道

クボタ環境サービス（株） 代表取締役 三谷 博德 東京都中央区京橋２－１－３ 土木

クボタ環境サービス（株） 大阪支社 支社長 桒野 卓 兵庫県尼崎市浜１－１－１ 電気

クボタ環境サービス（株） 大阪支社 支社長 桒野 卓 兵庫県尼崎市浜１－１－１ 機械器具

クボタ環境サービス（株） 大阪支社 支社長 桒野 卓 兵庫県尼崎市浜１－１－１ 清掃

クボタ機工（株）四国営業所 所長 武藤 英史 香川県高松市亀井町２－１ 管

クボタ機工（株）四国営業所 所長 武藤 英史 香川県高松市亀井町２－１ 機械器具

クボタ機工（株）四国営業所 所長 武藤 英史 香川県高松市亀井町２－１ 水道

（株）クボタ中四国支社四国営業所 所長 名越 修 香川県高松市亀井町２－１ 土木

（株）クボタ中四国支社四国営業所 所長 名越 修 香川県高松市亀井町２－１ 機械器具

（株）クボタ中四国支社四国営業所 所長 名越 修 香川県高松市亀井町２－１ 水道

（株）熊谷組 四国支店 支店長 清水 収 香川県高松市木太町３０２７番地１ 土木

（株）熊谷組 四国支店 支店長 清水 収 香川県高松市木太町３０２７番地１ 建築

（株）熊谷組 四国支店 支店長 清水 収 香川県高松市木太町３０２７番地１ とび土工

（株）熊谷組 四国支店 支店長 清水 収 香川県高松市木太町３０２７番地１ 屋根

（株）熊谷組 四国支店 支店長 清水 収 香川県高松市木太町３０２７番地１ 鋼構造物
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（株）熊谷組 四国支店 支店長 清水 収 香川県高松市木太町３０２７番地１ 舗装

（株）熊谷組 四国支店 支店長 清水 収 香川県高松市木太町３０２７番地１ 浚渫

（株）熊谷組 四国支店 支店長 清水 収 香川県高松市木太町３０２７番地１ 塗装

（株）熊谷組 四国支店 支店長 清水 収 香川県高松市木太町３０２７番地１ 防水

（株）熊谷組 四国支店 支店長 清水 収 香川県高松市木太町３０２７番地１ 内装

（株）熊谷組 四国支店 支店長 清水 収 香川県高松市木太町３０２７番地１ 水道

（株）熊谷組 中四国支店 常務執行役員支店長 住吉 德夫 広島県広島市中区大手町4丁目6番16号 電気

（株）熊谷組 中四国支店 常務執行役員支店長 住吉 德夫 広島県広島市中区大手町4丁目6番16号 管

（株）熊谷組 中四国支店 常務執行役員支店長 住吉 德夫 広島県広島市中区大手町4丁目6番16号 解体

（株）クリタス 西日本支社 西日本支社長 竹口 広樹 大阪府高槻市芥川町１－７－２６ 建築

（株）クリタス 西日本支社 西日本支社長 竹口 広樹 大阪府高槻市芥川町１－７－２６ 電気

（株）クリタス 西日本支社 西日本支社長 竹口 広樹 大阪府高槻市芥川町１－７－２６ 塗装

（株）クリタス 西日本支社 西日本支社長 竹口 広樹 大阪府高槻市芥川町１－７－２６ 防水

（株）クリタス 西日本支社 西日本支社長 竹口 広樹 大阪府高槻市芥川町１－７－２６ 機械器具

（株）クリタス 西日本支社 西日本支社長 竹口 広樹 大阪府高槻市芥川町１－７－２６ 清掃

栗原工業（株） 四国支店 支店長 堀 憲二 香川県高松市観光通２－５－１６ 電気

栗原工業（株） 四国支店 支店長 堀 憲二 香川県高松市観光通２－５－１６ 管

栗原工業（株） 四国支店 支店長 堀 憲二 香川県高松市観光通２－５－１６ 電気通信

研信電操（株） 代表取締役 大久保 健二 香川県高松市栗林町１－１２－２６ 電気

研信電操（株） 代表取締役 大久保 健二 香川県高松市栗林町１－１２－２６ 電気通信

（有）光栄建設 代表取締役 中島 小百合 香川県小豆郡小豆島町草壁本町２２０－８ 土木

（株）合田工務店 代表取締役 森田 鉱一 香川県高松市天神前９－５ 土木

（株）合田工務店 代表取締役 森田 鉱一 香川県高松市天神前９－５ 建築

（株）合田工務店 代表取締役 森田 鉱一 香川県高松市天神前９－５ 解体

（株）小竹組 代表取締役 小竹 和夫 香川県高松市福岡町４－２８－３０ 土木

（株）小竹組 代表取締役 小竹 和夫 香川県高松市福岡町４－２８－３０ 建築

（株）小竹組 代表取締役 小竹 和夫 香川県高松市福岡町４－２８－３０ 大工
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（株）小竹組 代表取締役 小竹 和夫 香川県高松市福岡町４－２８－３０ とび土工

（株）小竹組 代表取締役 小竹 和夫 香川県高松市福岡町４－２８－３０ 石

（株）小竹組 代表取締役 小竹 和夫 香川県高松市福岡町４－２８－３０ 鋼構造物

（株）小竹組 代表取締役 小竹 和夫 香川県高松市福岡町４－２８－３０ 鉄筋

（株）小竹組 代表取締役 小竹 和夫 香川県高松市福岡町４－２８－３０ 内装

（株）小竹組 代表取締役 小竹 和夫 香川県高松市福岡町４－２８－３０ 建具

（株）小竹組 代表取締役 小竹 和夫 香川県高松市福岡町４－２８－３０ 解体

後藤設備工業（株） 代表取締役 後藤 真一郎 香川県高松市香西東町６４５－１ 電気

後藤設備工業（株） 代表取締役 後藤 真一郎 香川県高松市香西東町６４５－１ 管

後藤設備工業（株） 代表取締役 後藤 真一郎 香川県高松市香西東町６４５－１ 消防

五洋建設（株） 四国支店高松営業支店 支店長 安藤 士郎 香川県高松市寿町２－２－１０ 土木

五洋建設（株） 四国支店高松営業支店 支店長 安藤 士郎 香川県高松市寿町２－２－１０ 建築

五洋建設（株） 四国支店高松営業支店 支店長 安藤 士郎 香川県高松市寿町２－２－１０ とび土工

五洋建設（株） 四国支店高松営業支店 支店長 安藤 士郎 香川県高松市寿町２－２－１０ 鋼構造物

五洋建設（株） 四国支店高松営業支店 支店長 安藤 士郎 香川県高松市寿町２－２－１０ 浚渫

五洋建設（株） 四国支店高松営業支店 支店長 安藤 士郎 香川県高松市寿町２－２－１０ 水道

五洋建設（株） 四国支店高松営業支店 支店長 安藤 士郎 香川県高松市寿町２－２－１０ 解体

（株）佐伯工務店 代表取締役 佐伯 透 香川県小豆郡土庄町肥土山甲２０９３－３ 建築

（株）佐伯工務店 代表取締役 佐伯 透 香川県小豆郡土庄町肥土山甲２０９３－３ とび土工

（株）佐伯工務店 代表取締役 佐伯 透 香川県小豆郡土庄町肥土山甲２０９３－３ 石

（株）佐伯工務店 代表取締役 佐伯 透 香川県小豆郡土庄町肥土山甲２０９３－３ 内装

サカケン（株） 代表取締役 綾 崇平 香川県坂出市旭町３－１－４ 土木

サカケン（株） 代表取締役 綾 崇平 香川県坂出市旭町３－１－４ 建築

サカケン（株） 代表取締役 綾 崇平 香川県坂出市旭町３－１－４ 大工

サカケン（株） 代表取締役 綾 崇平 香川県坂出市旭町３－１－４ とび土工

サカケン（株） 代表取締役 綾 崇平 香川県坂出市旭町３－１－４ 浚渫

サカケン（株） 代表取締役 綾 崇平 香川県坂出市旭町３－１－４ 解体
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（株）サクセス 代表取締役 和泉 享 香川県坂出市西大浜北２－１－１１ 土木

（株）サクセス 代表取締役 和泉 享 香川県坂出市西大浜北２－１－１１ 電気

（株）サクセス 代表取締役 和泉 享 香川県坂出市西大浜北２－１－１１ 管

（株）サクセス 代表取締役 和泉 享 香川県坂出市西大浜北２－１－１１ 舗装

（株）サクセス 代表取締役 和泉 享 香川県坂出市西大浜北２－１－１１ 電気通信

（株）サクセス 代表取締役 和泉 享 香川県坂出市西大浜北２－１－１１ 水道

櫻田石材（株） 代表取締役 櫻田 博 香川県小豆郡小豆島町福田甲５０３－３ 土木

櫻田石材（株） 代表取締役 櫻田 博 香川県小豆郡小豆島町福田甲５０３－３ とび土工

櫻田石材（株） 代表取締役 櫻田 博 香川県小豆郡小豆島町福田甲５０３－３ 石

櫻田石材（株） 代表取締役 櫻田 博 香川県小豆郡小豆島町福田甲５０３－３ 管

櫻田石材（株） 代表取締役 櫻田 博 香川県小豆郡小豆島町福田甲５０３－３ 浚渫

櫻田石材（株） 代表取締役 櫻田 博 香川県小豆郡小豆島町福田甲５０３－３ 水道

櫻田石材（株） 代表取締役 櫻田 博 香川県小豆郡小豆島町福田甲５０３－３ 解体

桜テクニカ（株） 代表取締役 川田 巧 香川県高松市川島本町２４－１０ 土木

桜テクニカ（株） 代表取締役 川田 巧 香川県高松市川島本町２４－１０ とび土工

桜テクニカ（株） 代表取締役 川田 巧 香川県高松市川島本町２４－１０ 鋼構造物

桜テクニカ（株） 代表取締役 川田 巧 香川県高松市川島本町２４－１０ 浚渫

桜テクニカ（株） 代表取締役 川田 巧 香川県高松市川島本町２４－１０ 塗装

桜テクニカ（株） 代表取締役 川田 巧 香川県高松市川島本町２４－１０ さく井

桜テクニカ（株） 代表取締役 川田 巧 香川県高松市川島本町２４－１０ 水道

佐藤工業（株） 四国営業所 所長 河合 圭三 香川県高松市松島町１－１２－１２ 土木

佐藤工業（株） 四国営業所 所長 河合 圭三 香川県高松市松島町１－１２－１２ 建築

佐藤工業（株） 四国営業所 所長 河合 圭三 香川県高松市松島町１－１２－１２ 鋼構造物

佐藤工業（株） 四国営業所 所長 河合 圭三 香川県高松市松島町１－１２－１２ 浚渫

佐藤工業（株） 四国営業所 所長 河合 圭三 香川県高松市松島町１－１２－１２ 防水

佐藤工業（株） 四国営業所 所長 河合 圭三 香川県高松市松島町１－１２－１２ 水道

三栄工業（株） 代表取締役 筒井 大介 香川県高松市池田町１１８７－１ 土木
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三栄工業（株） 代表取締役 筒井 大介 香川県高松市池田町１１８７－１ とび土工

三栄工業（株） 代表取締役 筒井 大介 香川県高松市池田町１１８７－１ 舗装

三栄工業（株） 代表取締役 筒井 大介 香川県高松市池田町１１８７－１ 水道

三栄工業（株） 代表取締役 筒井 大介 香川県高松市池田町１１８７－１ 解体

（有）輝エンジニアリング 代表取締役 中島 崇策 香川県小豆郡小豆島町池田３２３０－１ 土木

（有）輝エンジニアリング 代表取締役 中島 崇策 香川県小豆郡小豆島町池田３２３０－１ とび土工

（有）輝エンジニアリング 代表取締役 中島 崇策 香川県小豆郡小豆島町池田３２３０－１ 石

（有）輝エンジニアリング 代表取締役 中島 崇策 香川県小豆郡小豆島町池田３２３０－１ 浚渫

（有）輝エンジニアリング 代表取締役 中島 崇策 香川県小豆郡小豆島町池田３２３０－１ 水道

（有）輝エンジニアリング 代表取締役 中島 崇策 香川県小豆郡小豆島町池田３２３０－１ 解体

（株）サンキ 代表取締役 西山 美一 香川県高松市郷東町４６８－１ 電気

（株）サンキ 代表取締役 西山 美一 香川県高松市郷東町４６８－１ 管

（株）サンキ 代表取締役 西山 美一 香川県高松市郷東町４６８－１ 内装

（株）サンキ 代表取締役 西山 美一 香川県高松市郷東町４６８－１ 機械器具

（株）サンキ 代表取締役 西山 美一 香川県高松市郷東町４６８－１ 電気通信

三機工業（株） 四国支店 常任理事支店長 高木 利夫 香川県高松市番町１－１－５ 管

三喜工事（株） 代表取締役 菊井 雄二 香川県高松市飯田町６５６－１ 電気

三喜工事（株） 代表取締役 菊井 雄二 香川県高松市飯田町６５６－１ 管

三喜工事（株） 代表取締役 菊井 雄二 香川県高松市飯田町６５６－１ 水道

三協設備工業（株） 代表取締役 新名 淳一 香川県高松市西植田町７０１－１ 電気

三協設備工業（株） 代表取締役 新名 淳一 香川県高松市西植田町７０１－１ 管

サン建設興業（株） 代表取締役 松熊 秀樹 香川県高松市一宮町１１２７－５ 建築

三建設備工業（株） 四国営業所 営業所長 白川 洋 香川県高松市兵庫町８－１ 管

三晃工業（株） 代表取締役 山梶 章 大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６ 機械器具

三信電気水道（株） 代表取締役 松原 秀樹 香川県高松市鹿角町３８－１ 電気

三信電気水道（株） 代表取締役 松原 秀樹 香川県高松市鹿角町３８－１ 管

三信電気水道（株） 代表取締役 松原 秀樹 香川県高松市鹿角町３８－１ 電気通信
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三信電気水道（株） 代表取締役 松原 秀樹 香川県高松市鹿角町３８－１ 消防

三信電気（株）高松支店 支店長 松田 保士 香川県高松市室新町４－９ 電気通信

三電計装（株） 代表取締役 和田 成登 香川県高松市浜ノ町５８－６ 電気

三電計装（株） 代表取締役 和田 成登 香川県高松市浜ノ町５８－６ 機械器具

三電計装（株） 代表取締役 和田 成登 香川県高松市浜ノ町５８－６ 電気通信

三和電気土木工事（株） 高松営業所 営業所長 藤田 博樹 香川県高松市郷東町７９２－４８ 電気

三和電業（株） 代表取締役 山地 一慶 香川県高松市太田下町２５８０－３ 電気

三和電業（株） 代表取締役 山地 一慶 香川県高松市太田下町２５８０－３ 管

三和電業（株） 代表取締役 山地 一慶 香川県高松市太田下町２５８０－３ 電気通信

三和電業（株） 代表取締役 山地 一慶 香川県高松市太田下町２５８０－３ 消防

（株）ジェイプラウド 代表取締役 三好 啓一 香川県高松市観光通１－３－４ ６０４ 防水

四国エンジニアリングサービス（株） 代表取締役 坂谷 隆太 愛媛県松山市土居田町３３６－１ 土木

四国エンジニアリングサービス（株） 代表取締役 坂谷 隆太 愛媛県松山市土居田町３３６－１ とび土工

四国エンジニアリングサービス（株） 代表取締役 坂谷 隆太 愛媛県松山市土居田町３３６－１ 管

四国エンジニアリングサービス（株） 代表取締役 坂谷 隆太 愛媛県松山市土居田町３３６－１ 機械器具

四国エンジニアリングサービス（株） 代表取締役 坂谷 隆太 愛媛県松山市土居田町３３６－１ 水道

四国環境整備興業（株） 代表取締役 青野 通久 愛媛県今治市国分１－１－１８ 土木

四国環境整備興業（株） 代表取締役 青野 通久 愛媛県今治市国分１－１－１８ とび土工

四国環境整備興業（株） 代表取締役 青野 通久 愛媛県今治市国分１－１－１８ 管

四国環境整備興業（株） 代表取締役 青野 通久 愛媛県今治市国分１－１－１８ 機械器具

四国環境整備興業（株） 代表取締役 青野 通久 愛媛県今治市国分１－１－１８ 水道

四国玉屋設備（株） 代表取締役 内藤 公英 香川県高松市福岡町３－３－２０ 管

四国玉屋設備（株） 代表取締役 内藤 公英 香川県高松市福岡町３－３－２０ 機械器具

四国通建（株） 高松支店 支店長 藤田 一司 香川県高松市昭和町１－１－２６ 土木

四国通建（株） 高松支店 支店長 藤田 一司 香川県高松市昭和町１－１－２６ とび土工

四国通建（株） 高松支店 支店長 藤田 一司 香川県高松市昭和町１－１－２６ 電気

四国通建（株） 高松支店 支店長 藤田 一司 香川県高松市昭和町１－１－２６ 鋼構造物
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四国通建（株） 高松支店 支店長 藤田 一司 香川県高松市昭和町１－１－２６ 舗装

四国通建（株） 高松支店 支店長 藤田 一司 香川県高松市昭和町１－１－２６ 塗装

四国通建（株） 高松支店 支店長 藤田 一司 香川県高松市昭和町１－１－２６ 電気通信

四国通建（株） 高松支店 支店長 藤田 一司 香川県高松市昭和町１－１－２６ 水道

四国通商（株） 代表取締役 三野 容志郎 香川県高松市丸の内４－４ 電気

四国通商（株） 代表取締役 三野 容志郎 香川県高松市丸の内４－４ 管

四国通商（株） 代表取締役 三野 容志郎 香川県高松市丸の内４－４ 機械器具

四国通商（株） 代表取締役 三野 容志郎 香川県高松市丸の内４－４ 電気通信

四国通商（株） 代表取締役 三野 容志郎 香川県高松市丸の内４－４ 消防

四国テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役 松尾 康人 香川県高松市室新町９６６－１ 土木

四国テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役 松尾 康人 香川県高松市室新町９６６－１ とび土工

四国テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役 松尾 康人 香川県高松市室新町９６６－１ 電気

四国テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役 松尾 康人 香川県高松市室新町９６６－１ 管

四国テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役 松尾 康人 香川県高松市室新町９６６－１ 鋼構造物

四国テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役 松尾 康人 香川県高松市室新町９６６－１ 機械器具

四国テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役 松尾 康人 香川県高松市室新町９６６－１ 電気通信

四国テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役 松尾 康人 香川県高松市室新町９６６－１ 水道

（株）四国パイプクリーナー 代表取締役 玉置 大輔 高知県高知市葛島３－１４－３２ 土木

（株）四国パイプクリーナー 代表取締役 玉置 大輔 高知県高知市葛島３－１４－３２ 管

（株）四国パイプクリーナー 代表取締役 玉置 大輔 高知県高知市葛島３－１４－３２ 浚渫

（株）四国日立システムズ 代表取締役 大畑 浩義 香川県高松市中央町５－３１ 電気

（株）四国日立システムズ 代表取締役 大畑 浩義 香川県高松市中央町５－３１ 電気通信

清水建設（株） 四国支店 執行役員支店長 竹中 康博 香川県高松市寿町２－４－５ 土木

清水建設（株） 四国支店 執行役員支店長 竹中 康博 香川県高松市寿町２－４－５ 建築

清水建設（株） 四国支店 執行役員支店長 竹中 康博 香川県高松市寿町２－４－５ 電気

清水建設（株） 四国支店 執行役員支店長 竹中 康博 香川県高松市寿町２－４－５ 鋼構造物

清水建設（株） 四国支店 執行役員支店長 竹中 康博 香川県高松市寿町２－４－５ 水道
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小豆島貨物運輸（株） 代表取締役 田村 哲也 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ 土木

小豆島貨物運輸（株） 代表取締役 田村 哲也 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ 建築

小豆島貨物運輸（株） 代表取締役 田村 哲也 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ とび土工

小豆島貨物運輸（株） 代表取締役 田村 哲也 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ 石

小豆島貨物運輸（株） 代表取締役 田村 哲也 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ 管

小豆島貨物運輸（株） 代表取締役 田村 哲也 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ 鋼構造物

小豆島貨物運輸（株） 代表取締役 田村 哲也 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ 舗装

小豆島貨物運輸（株） 代表取締役 田村 哲也 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ 浚渫

小豆島貨物運輸（株） 代表取締役 田村 哲也 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ 水道

小豆島貨物運輸（株） 代表取締役 田村 哲也 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ 解体

城北建設（株） 代表取締役 細谷 芳久 香川県高松市郷東町７９６－１２２ 土木

城北建設（株） 代表取締役 細谷 芳久 香川県高松市郷東町７９６－１２２ 建築

城北建設（株） 代表取締役 細谷 芳久 香川県高松市郷東町７９６－１２２ 大工

城北建設（株） 代表取締役 細谷 芳久 香川県高松市郷東町７９６－１２２ とび土工

城北建設（株） 代表取締役 細谷 芳久 香川県高松市郷東町７９６－１２２ 石

城北建設（株） 代表取締役 細谷 芳久 香川県高松市郷東町７９６－１２２ 鋼構造物

城北建設（株） 代表取締役 細谷 芳久 香川県高松市郷東町７９６－１２２ 舗装

城北建設（株） 代表取締役 細谷 芳久 香川県高松市郷東町７９６－１２２ 浚渫

城北建設（株） 代表取締役 細谷 芳久 香川県高松市郷東町７９６－１２２ 塗装

城北建設（株） 代表取締役 細谷 芳久 香川県高松市郷東町７９６－１２２ 水道

城北建設（株） 代表取締役 細谷 芳久 香川県高松市郷東町７９６－１２２ 解体

勝和建設（株） 代表取締役 内田 賢一 香川県綾歌郡綾川町滝宮２６４３－１ 土木

勝和建設（株） 代表取締役 内田 賢一 香川県綾歌郡綾川町滝宮２６４３－１ とび土工

勝和建設（株） 代表取締役 内田 賢一 香川県綾歌郡綾川町滝宮２６４３－１ 舗装

勝和建設（株） 代表取締役 内田 賢一 香川県綾歌郡綾川町滝宮２６４３－１ 水道

勝和建設（株） 代表取締役 内田 賢一 香川県綾歌郡綾川町滝宮２６４３－１ 解体

新英工業（株） 代表取締役 鈴木 英敬 香川県高松市茜町２０－１４ 電気
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新英工業（株） 代表取締役 鈴木 英敬 香川県高松市茜町２０－１４ 管

新英工業（株） 代表取締役 鈴木 英敬 香川県高松市茜町２０－１４ 水道

シンクエンジニアリング（株） 関西支店 支店長 西崎 健作 京都府京丹後市久美浜町１０９４－４ 電気

シンクエンジニアリング（株） 関西支店 支店長 西崎 健作 京都府京丹後市久美浜町１０９４－４ 電気通信

新弘化建（株） 代表取締役 増田 千也 香川県高松市多肥下町１５６３－２１ 建築

新弘化建（株） 代表取締役 増田 千也 香川県高松市多肥下町１５６３－２１ 塗装

新弘化建（株） 代表取締役 増田 千也 香川県高松市多肥下町１５６３－２１ 防水

新弘化建（株） 代表取締役 増田 千也 香川県高松市多肥下町１５６３－２１ 内装

（株）神鋼環境ソリューション 大阪支社 支社長 向 博之 大阪府大阪市中央区備後町４－１－３ 機械器具

（株）神鋼環境ソリューション 大阪支社 支社長 向 博之 大阪府大阪市中央区備後町４－１－３ 水道

（株）神鋼環境ソリューション 大阪支社 支社長 向 博之 大阪府大阪市中央区備後町４－１－３ 清掃

神鋼環境メンテナンス（株） 代表取締役 箕輪 元 兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１ 電気

神鋼環境メンテナンス（株） 代表取締役 箕輪 元 兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１ 管

神鋼環境メンテナンス（株） 代表取締役 箕輪 元 兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１ 機械器具

神鋼環境メンテナンス（株） 代表取締役 箕輪 元 兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１ 水道

神鋼環境メンテナンス（株） 代表取締役 箕輪 元 兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１ 清掃

（株）シンセイテクノ 代表取締役 谷本 信正 広島県広島市中区幟町10－27－ピア39－201 機械器具

新生テクノス（株） 四国支社 支社長 渡邉 展司 香川県高松市林町２５３７－３ 電気

新生テクノス（株） 四国支社 支社長 渡邉 展司 香川県高松市林町２５３７－３ 電気通信

新明和工業（株） 流体事業部営業本部 四国営業所 所長 小茂出 浩 香川県高松市屋島西町１９７９ 管

新明和工業（株） 流体事業部営業本部 四国営業所 所長 小茂出 浩 香川県高松市屋島西町１９７９ 機械器具

新菱工業（株） 関西支店 支店長 門脇 基浩 兵庫県明石市本町２－２－２０ 機械器具

新菱冷熱工業（株） 四国支店 支店長 香川 義和 香川県高松市塩屋町８－１ 管

（有）新和鉄工所 代表取締役 日向 正泰 香川県小豆郡小豆島町古江甲１６７－１ 土木

（有）新和鉄工所 代表取締役 日向 正泰 香川県小豆郡小豆島町古江甲１６７－１ 管

（有）新和鉄工所 代表取締役 日向 正泰 香川県小豆郡小豆島町古江甲１６７－１ 鋼構造物

（有）新和鉄工所 代表取締役 日向 正泰 香川県小豆郡小豆島町古江甲１６７－１ 水道
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（株）水機テクノス九州支店 支店長 宮崎 龍一 福岡県福岡市博多区吉塚１－２７－１７ 電気

（株）水機テクノス九州支店 支店長 宮崎 龍一 福岡県福岡市博多区吉塚１－２７－１７ 機械器具

（株）水機テクノス九州支店 支店長 宮崎 龍一 福岡県福岡市博多区吉塚１－２７－１７ 水道

水道機工（株） 代表取締役 古川 徹 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 土木

水道機工（株） 代表取締役 古川 徹 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 清掃

水道機工（株） 大阪支店 支店長 上村 剛弘 大阪府吹田市江坂町１－２３－２６ 機械器具

水道機工（株） 大阪支店 支店長 上村 剛弘 大阪府吹田市江坂町１－２３－２６ 水道

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 四国営業所 所長 西村 裕史 愛媛県松山市土居田町３３６ー１ 清掃

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 高松営業所 所長 佐藤 行範 香川県高松市多肥下町１５２４ー９ 機械器具

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 高松営業所 所長 佐藤 行範 香川県高松市多肥下町１５２４ー９ 水道

（株）菅組 代表取締役 菅 徹夫 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１５－１ 土木

（株）菅組 代表取締役 菅 徹夫 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１５－１ 建築

（株）菅組 代表取締役 菅 徹夫 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１５－１ 大工

（株）菅組 代表取締役 菅 徹夫 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１５－１ とび土工

（株）菅組 代表取締役 菅 徹夫 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１５－１ 管

（株）菅組 代表取締役 菅 徹夫 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１５－１ 舗装

（株）菅組 代表取締役 菅 徹夫 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１５－１ 水道

（株）菅組 代表取締役 菅 徹夫 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１５－１ 解体

須賀工業（株） 四国支店 執行役員支店長 河部 和生 香川県高松市寿町１－３－２ 管

（株）スポーツテクノ和広 代表取締役 髙松 保雄 東京都品川区南大井三丁目６－１８ 舗装

（株）スポーツテクノ和広 広島営業所 所長 前薗 稿弥 広島県広島市安佐南区祇園３丁目４６－５ 土木

（株）スポーツテクノ和広 広島営業所 所長 前薗 稿弥 広島県広島市安佐南区祇園３丁目４６－５ とび土工

住友重機械エンバイロメント（株） 大阪支店 支店長 井本 秀樹 大阪府大阪市北区中之島２－３－３３ 管

住友重機械エンバイロメント（株） 大阪支店 支店長 井本 秀樹 大阪府大阪市北区中之島２－３－３３ 機械器具

住友重機械エンバイロメント（株） 大阪支店 支店長 井本 秀樹 大阪府大阪市北区中之島２－３－３３ 水道

（有）炭山工務店 代表取締役 川野 正人 香川県小豆郡小豆島町安田甲６６２－１ 建築

（株）正興電機製作所四国営業所 所長 福永 孝 香川県高松市寿町二丁目２－１０ 電気
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（株）正興電機製作所四国営業所 所長 福永 孝 香川県高松市寿町二丁目２－１０ 電気通信

（株）星電 代表取締役 永原 務 香川県高松市木太町２０８２－８ 電気

（株）星電 代表取締役 永原 務 香川県高松市木太町２０８２－８ 管

積水ハウス（株） 東四国支店 支店長 戸羽 伸吾 香川県高松市室新町１０１９－１０ 建築

（株）瀬戸内エンジニアリング 代表取締役 濱岡 秀明 香川県綾歌郡綾川町羽床上１５５０－１ 土木

（株）瀬戸内エンジニアリング 代表取締役 濱岡 秀明 香川県綾歌郡綾川町羽床上１５５０－１ 電気

（株）瀬戸内エンジニアリング 代表取締役 濱岡 秀明 香川県綾歌郡綾川町羽床上１５５０－１ 管

（株）瀬戸内エンジニアリング 代表取締役 濱岡 秀明 香川県綾歌郡綾川町羽床上１５５０－１ 鋼構造物

（株）瀬戸内エンジニアリング 代表取締役 濱岡 秀明 香川県綾歌郡綾川町羽床上１５５０－１ 機械器具

（株）瀬戸内エンジニアリング 代表取締役 濱岡 秀明 香川県綾歌郡綾川町羽床上１５５０－１ 水道

（株）錢高組四国支店 支店長 壽見 修 香川県高松市紺屋町５－５ 土木

（株）錢高組四国支店 支店長 壽見 修 香川県高松市紺屋町５－５ 建築

（株）錢高組四国支店 支店長 壽見 修 香川県高松市紺屋町５－５ 水道

（株）総合開発 代表取締役 大久保 健吾 香川県観音寺市瀬戸町２－１４－１６ 土木

（株）総合開発 代表取締役 大久保 健吾 香川県観音寺市瀬戸町２－１４－１６ 左官

（株）総合開発 代表取締役 大久保 健吾 香川県観音寺市瀬戸町２－１４－１６ とび土工

（株）総合開発 代表取締役 大久保 健吾 香川県観音寺市瀬戸町２－１４－１６ 石

（株）総合開発 代表取締役 大久保 健吾 香川県観音寺市瀬戸町２－１４－１６ タイル

（株）総合開発 代表取締役 大久保 健吾 香川県観音寺市瀬戸町２－１４－１６ 鋼構造物

（株）総合開発 代表取締役 大久保 健吾 香川県観音寺市瀬戸町２－１４－１６ 舗装

（株）総合開発 代表取締役 大久保 健吾 香川県観音寺市瀬戸町２－１４－１６ 防水

（株）総合開発 代表取締役 大久保 健吾 香川県観音寺市瀬戸町２－１４－１６ 水道

綜合警備保障（株） 代表取締役 青山 幸恭 東京都港区元赤坂１－６－６ 電気

綜合警備保障（株） 香川支社 支社長 藤田 亮 香川県高松市サンポート２－１ 電気通信

綜合警備保障（株） 香川支社 支社長 藤田 亮 香川県高松市サンポート２－１ 消防

（有）双樹園 代表取締役 佐藤 誠治 香川県高松市円座町１５７５－１０ 土木

（有）双樹園 代表取締役 佐藤 誠治 香川県高松市円座町１５７５－１０ とび土工
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（有）双樹園 代表取締役 佐藤 誠治 香川県高松市円座町１５７５－１０ 石

（有）双樹園 代表取締役 佐藤 誠治 香川県高松市円座町１５７５－１０ 造園

大一工業（株） 代表取締役 多田 博英 香川県高松市西ハゼ町７ 土木

大一工業（株） 代表取締役 多田 博英 香川県高松市西ハゼ町７ とび土工

大一工業（株） 代表取締役 多田 博英 香川県高松市西ハゼ町７ 鉄筋

大一工業（株） 代表取締役 多田 博英 香川県高松市西ハゼ町７ 舗装

大一工業（株） 代表取締役 多田 博英 香川県高松市西ハゼ町７ 浚渫

大一工業（株） 代表取締役 多田 博英 香川県高松市西ハゼ町７ 塗装

大一工業（株） 代表取締役 多田 博英 香川県高松市西ハゼ町７ 水道

大一工業（株） 代表取締役 多田 博英 香川県高松市西ハゼ町７ 解体

大一電気工業（株） 代表取締役 長瀬 裕亮 香川県高松市松福町２－４－６ とび土工

大一電気工業（株） 代表取締役 長瀬 裕亮 香川県高松市松福町２－４－６ 電気

大一電気工業（株） 代表取締役 長瀬 裕亮 香川県高松市松福町２－４－６ 塗装

大一電気工業（株） 代表取締役 長瀬 裕亮 香川県高松市松福町２－４－６ 電気通信

（有）大栄建設 代表取締役 隼 悦雄 香川県小豆郡小豆島町草壁本町１６３－７ 土木

（有）大栄建設 代表取締役 隼 悦雄 香川県小豆郡小豆島町草壁本町１６３－７ 水道

（有）大栄建設 代表取締役 隼 悦雄 香川県小豆郡小豆島町草壁本町１６３－７ 解体

（株）大京穴吹建設 代表取締役 丑澤 正樹 香川県高松市藤塚町１－１１－２２ 建築

大協土木（株） 代表取締役 大畑 年 香川県高松市牟礼町大町２５４７－５ 土木

大協土木（株） 代表取締役 大畑 年 香川県高松市牟礼町大町２５４７－５ 舗装

大協土木（株） 代表取締役 大畑 年 香川県高松市牟礼町大町２５４７－５ 水道

大三工業（株） 代表取締役 飯間 良一 香川県高松市本町１－１７ 防水

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 土木

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 建築

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 大工

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 左官

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ とび土工
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大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 石

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 屋根

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 電気

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 管

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ タイル

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 鋼構造物

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 鉄筋

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 舗装

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 浚渫

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 板金

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ ガラス

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 塗装

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 防水

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 内装

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 熱絶縁

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 造園

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 建具

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 水道

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 消防

大成建設（株） 四国支店 執行役員支店長 西山 秀樹 香川県高松市サンポート２－１ 解体

太善工業（株） 代表取締役 阿野 善一 香川県高松市出作町３４８－１ 電気

太善工業（株） 代表取締役 阿野 善一 香川県高松市出作町３４８－１ 管

太善工業（株） 代表取締役 阿野 善一 香川県高松市出作町３４８－１ 機械器具

太善工業（株） 代表取締役 阿野 善一 香川県高松市出作町３４８－１ 水道

太善工業（株） 代表取締役 阿野 善一 香川県高松市出作町３４８－１ 消防

ダイダン（株） 四国支店 支店長 天野 康博 香川県高松市本町６－１７ 電気

ダイダン（株） 四国支店 支店長 天野 康博 香川県高松市本町６－１７ 管
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ダイダン（株） 四国支店 支店長 天野 康博 香川県高松市本町６－１７ 消防

大鉄工業（株） 四国支店 支店長 梶原 一朗 香川県高松市錦町１－１－３ 土木

大鉄工業（株） 四国支店 支店長 梶原 一朗 香川県高松市錦町１－１－３ 建築

大鉄工業（株） 四国支店 支店長 梶原 一朗 香川県高松市錦町１－１－３ 鋼構造物

大東産業（株） 代表取締役 渡辺 圭一郎 香川県高松市香西南町１０２－４ とび土工

大東産業（株） 代表取締役 渡辺 圭一郎 香川県高松市香西南町１０２－４ 電気

大東産業（株） 代表取締役 渡辺 圭一郎 香川県高松市香西南町１０２－４ 塗装

大都通信（株） 代表取締役 高田 主豊 香川県高松市檀紙町１６４８－５ 電気

大都通信（株） 代表取締役 高田 主豊 香川県高松市檀紙町１６４８－５ 電気通信

第二建築（株） 代表取締役 島川 修治 香川県丸亀市福島町８－５ 建築

第二建築（株） 代表取締役 島川 修治 香川県丸亀市福島町８－５ 解体

大豊産業（株） 代表取締役 乾 和行 香川県高松市寿町１－１－１２ とび土工

大豊産業（株） 代表取締役 乾 和行 香川県高松市寿町１－１－１２ 電気

大豊産業（株） 代表取締役 乾 和行 香川県高松市寿町１－１－１２ 機械器具

大豊産業（株） 代表取締役 乾 和行 香川県高松市寿町１－１－１２ 電気通信

（有）大和建設 代表取締役 初鹿 博司 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４３－３６ 土木

（有）大和建設 代表取締役 初鹿 博司 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４３－３６ 管

（有）大和建設 代表取締役 初鹿 博司 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４３－３６ 浚渫

（有）大和建設 代表取締役 初鹿 博司 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４３－３６ 水道

（有）大和建設 代表取締役 初鹿 博司 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４３－３６ 解体

（株）大和鉄工所 代表取締役 藤沢 文男 香川県高松市林町９２７ 鋼構造物

（株）大和鉄工所 代表取締役 藤沢 文男 香川県高松市林町９２７ 機械器具

大和ハウス工業（株） 香川支店 支店長 野志 征生 香川県高松市伏石町２０８９－１ 建築

大和リース〈株〉 高松支店 支店長 水野 貴幸 香川県高松市中新町１１－１ 建築

タカオ（株） 代表取締役 高尾 典秀 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７－１ とび土工

タカオ（株） 代表取締役 高尾 典秀 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７－１ 鋼構造物

タカオ（株） 代表取締役 高尾 典秀 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７－１ 機械器具
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タカオ（株） 代表取締役 高尾 典秀 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７－１ 造園

高尾建設（有） 代表取締役 港 忠司 香川県小豆郡小豆島町室生１７２９－１ 土木

高尾建設（有） 代表取締役 港 忠司 香川県小豆郡小豆島町室生１７２９－１ 石

高尾建設（有） 代表取締役 港 忠司 香川県小豆郡小豆島町室生１７２９－１ 浚渫

高尾石材（株） 代表取締役 高尾 豪 香川県小豆郡小豆島町福田乙３５７－１ 土木

高尾石材（株） 代表取締役 高尾 豪 香川県小豆郡小豆島町福田乙３５７－１ 管

高尾石材（株） 代表取締役 高尾 豪 香川県小豆郡小豆島町福田乙３５７－１ 造園

高尾石材（株） 代表取締役 高尾 豪 香川県小豆郡小豆島町福田乙３５７－１ 水道

高尾石材（株） 代表取締役 高尾 豪 香川県小豆郡小豆島町福田乙３５７－１ 解体

（株）高岸工務店 代表取締役 松木 良太 香川県高松市西ハゼ町１８０ 建築

（株）高岸工務店 代表取締役 松木 良太 香川県高松市西ハゼ町１８０ 解体

高松帝酸（株） 代表取締役 太田 賀久 香川県高松市朝日町５－１４－１ 管

高松帝酸（株） 代表取締役 太田 賀久 香川県高松市朝日町５－１４－１ 内装

高松帝酸（株） 代表取締役 太田 賀久 香川県高松市朝日町５－１４－１ 消防

（株）タクテック 代表取締役 詫間 雄介 香川県高松市香西南町２７７－１ 管

（株）タクテック 代表取締役 詫間 雄介 香川県高松市香西南町２７７－１ さく井

（株）竹中土木 四国支店 支店長 吉田 稔 香川県高松市西内町１２－１１ 土木

（株）竹中土木 四国支店 支店長 吉田 稔 香川県高松市西内町１２－１１ 建築

（株）竹中土木 四国支店 支店長 吉田 稔 香川県高松市西内町１２－１１ とび土工

（株）竹中土木 四国支店 支店長 吉田 稔 香川県高松市西内町１２－１１ 舗装

（株）竹中土木 四国支店 支店長 吉田 稔 香川県高松市西内町１２－１１ 造園

（株）竹中土木 四国支店 支店長 吉田 稔 香川県高松市西内町１２－１１ 水道

（株）竹中土木 四国支店 支店長 吉田 稔 香川県高松市西内町１２－１１ 解体

（株）竹本組 代表取締役 竹本 定 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－１ 土木

（株）竹本組 代表取締役 竹本 定 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－１ 建築

（株）竹本組 代表取締役 竹本 定 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－１ とび土工

（株）竹本組 代表取締役 竹本 定 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－１ 石
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（株）竹本組 代表取締役 竹本 定 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－１ 管

（株）竹本組 代表取締役 竹本 定 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－１ 鋼構造物

（株）竹本組 代表取締役 竹本 定 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－１ 舗装

（株）竹本組 代表取締役 竹本 定 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－１ 浚渫

（株）竹本組 代表取締役 竹本 定 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－１ 塗装

（株）竹本組 代表取締役 竹本 定 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－１ 水道

（株）竹本組 代表取締役 竹本 定 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－１ 解体

（株）橘一吉工務店 代表取締役 橘 伸太郎 香川県高松市花園町２－２－５ 建築

タチバナ工業（株） 代表取締役 林 和彦 香川県高松市朝日新町３２－４５ 土木

タチバナ工業（株） 代表取締役 林 和彦 香川県高松市朝日新町３２－４５ とび土工

タチバナ工業（株） 代表取締役 林 和彦 香川県高松市朝日新町３２－４５ 石

タチバナ工業（株） 代表取締役 林 和彦 香川県高松市朝日新町３２－４５ 鋼構造物

タチバナ工業（株） 代表取締役 林 和彦 香川県高松市朝日新町３２－４５ 舗装

タチバナ工業（株） 代表取締役 林 和彦 香川県高松市朝日新町３２－４５ 浚渫

タチバナ工業（株） 代表取締役 林 和彦 香川県高松市朝日新町３２－４５ 水道

タチバナ工業（株） 代表取締役 林 和彦 香川県高松市朝日新町３２－４５ 解体

（株）田中海事 代表取締役 田中 友明 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃２５２６－１ 土木

（株）田中海事 代表取締役 田中 友明 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃２５２６－１ 石

（株）田中海事 代表取締役 田中 友明 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃２５２６－１ 鋼構造物

（株）田中海事 代表取締役 田中 友明 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃２５２６－１ 舗装

（株）田中海事 代表取締役 田中 友明 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃２５２６－１ 浚渫

（株）田中海事 代表取締役 田中 友明 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃２５２６－１ 塗装

（株）田中海事 代表取締役 田中 友明 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃２５２６－１ 水道

（株）田中海事 代表取締役 田中 友明 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃２５２６－１ 解体

田中機工 代表者 田中 輝佳 香川県小豆郡小豆島町坂手甲１８３５－２１ 土木

田中機工 代表者 田中 輝佳 香川県小豆郡小豆島町坂手甲１８３５－２１ 管

田中機工 代表者 田中 輝佳 香川県小豆郡小豆島町坂手甲１８３５－２１ 水道
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田中機電工業（株） 代表取締役 田中 一郎 岡山県岡山市北区横井上１６９６－２ 電気

田中機電工業（株） 代表取締役 田中 一郎 岡山県岡山市北区横井上１６９６－２ 管

田中機電工業（株） 代表取締役 田中 一郎 岡山県岡山市北区横井上１６９６－２ 鋼構造物

田中機電工業（株） 代表取締役 田中 一郎 岡山県岡山市北区横井上１６９６－２ 機械器具

田中機電工業（株） 代表取締役 田中 一郎 岡山県岡山市北区横井上１６９６－２ 水道

（株）田中組 代表取締役 田中 良幸 香川県小豆郡土庄町甲６１９２－２６ 土木

（株）田中組 代表取締役 田中 良幸 香川県小豆郡土庄町甲６１９２－２６ 建築

（有）田中鉄工 代表取締役 谷口 繁雄 香川県小豆郡小豆島町蒲野８７８ 土木

（有）田中鉄工 代表取締役 谷口 繁雄 香川県小豆郡小豆島町蒲野８７８ 管

（有）田中鉄工 代表取締役 谷口 繁雄 香川県小豆郡小豆島町蒲野８７８ 鋼構造物

（有）田中鉄工 代表取締役 谷口 繁雄 香川県小豆郡小豆島町蒲野８７８ 水道

（有）田中鉄工 代表取締役 谷口 繁雄 香川県小豆郡小豆島町蒲野８７８ 解体

田中電気工事（株） 代表取締役 田中 真一郎 香川県小豆郡小豆島町馬木甲８５２－１ 土木

田中電気工事（株） 代表取締役 田中 真一郎 香川県小豆郡小豆島町馬木甲８５２－１ 建築

田中電気工事（株） 代表取締役 田中 真一郎 香川県小豆郡小豆島町馬木甲８５２－１ 電気

田中電気工事（株） 代表取締役 田中 真一郎 香川県小豆郡小豆島町馬木甲８５２－１ 管

田中電気工事（株） 代表取締役 田中 真一郎 香川県小豆郡小豆島町馬木甲８５２－１ 舗装

田中電気工事（株） 代表取締役 田中 真一郎 香川県小豆郡小豆島町馬木甲８５２－１ 水道

田中電気工事（株） 代表取締役 田中 真一郎 香川県小豆郡小豆島町馬木甲８５２－１ 消防

田中電気工事（株） 代表取締役 田中 真一郎 香川県小豆郡小豆島町馬木甲８５２－１ 解体

谷口建設興業（株） 代表取締役 谷口 邦彦 香川県高松市上林町４７３－１ 建築

谷口建設興業（株） 代表取締役 谷口 邦彦 香川県高松市上林町４７３－１ とび土工

谷口建設興業（株） 代表取締役 谷口 邦彦 香川県高松市上林町４７３－１ 解体

タニコー（株） 高松営業所 所長 安藤 達也 香川県高松市西ハゼ町字土居１１４－１ 管

玉藻塗装（株） 代表取締役 平木 澄男 香川県高松市福岡町２－２９－２８ とび土工

玉藻塗装（株） 代表取締役 平木 澄男 香川県高松市福岡町２－２９－２８ 塗装

（株）ＴＡＭＵＲＡ 代表取締役 田村 佐代子 香川県小豆郡小豆島町池田４６０９－８ 土木
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（株）ＴＡＭＵＲＡ 代表取締役 田村 佐代子 香川県小豆郡小豆島町池田４６０９－８ とび土工

（株）ＴＡＭＵＲＡ 代表取締役 田村 佐代子 香川県小豆郡小豆島町池田４６０９－８ 石

（株）ＴＡＭＵＲＡ 代表取締役 田村 佐代子 香川県小豆郡小豆島町池田４６０９－８ 鋼構造物

（株）ＴＡＭＵＲＡ 代表取締役 田村 佐代子 香川県小豆郡小豆島町池田４６０９－８ 舗装

（株）ＴＡＭＵＲＡ 代表取締役 田村 佐代子 香川県小豆郡小豆島町池田４６０９－８ 浚渫

（株）ＴＡＭＵＲＡ 代表取締役 田村 佐代子 香川県小豆郡小豆島町池田４６０９－８ 水道

（株）ＴＡＭＵＲＡ 代表取締役 田村 佐代子 香川県小豆郡小豆島町池田４６０９－８ 解体

田村石材（株） 代表取締役 田村 樹雄 香川県小豆郡小豆島町当浜乙５２５－２７ 土木

田村石材（株） 代表取締役 田村 樹雄 香川県小豆郡小豆島町当浜乙５２５－２７ とび土工

田村石材（株） 代表取締役 田村 樹雄 香川県小豆郡小豆島町当浜乙５２５－２７ 石

田村石材（株） 代表取締役 田村 樹雄 香川県小豆郡小豆島町当浜乙５２５－２７ 浚渫

田村石材（株） 代表取締役 田村 樹雄 香川県小豆郡小豆島町当浜乙５２５－２７ 塗装

田村石材（株） 代表取締役 田村 樹雄 香川県小豆郡小豆島町当浜乙５２５－２７ 水道

田村石材（株） 代表取締役 田村 樹雄 香川県小豆郡小豆島町当浜乙５２５－２７ 解体

田村ボーリング（株） 代表取締役 田村 孝治 香川県高松市太田上町２９９－７ 土木

田村ボーリング（株） 代表取締役 田村 孝治 香川県高松市太田上町２９９－７ とび土工

田村ボーリング（株） 代表取締役 田村 孝治 香川県高松市太田上町２９９－７ 管

田村ボーリング（株） 代表取締役 田村 孝治 香川県高松市太田上町２９９－７ さく井

田村ボーリング（株） 代表取締役 田村 孝治 香川県高松市太田上町２９９－７ 水道

中央電機工業（株） 代表取締役 日下 博史 香川県高松市多肥上町３０９－５ 電気

中央電機工業（株） 代表取締役 日下 博史 香川県高松市多肥上町３０９－５ 電気通信

（株）中央電設 代表取締役 山下 豊生 香川県高松市伏石町２１７３－１６ 電気

（株）中央電設 代表取締役 山下 豊生 香川県高松市伏石町２１７３－１６ 管

中條電機水道（株） 代表取締役 奈良 章司 香川県坂出市江尻町１２５９－１０ 電気

中條電機水道（株） 代表取締役 奈良 章司 香川県坂出市江尻町１２５９－１０ 管

中條電機水道（株） 代表取締役 奈良 章司 香川県坂出市江尻町１２５９－１０ 機械器具

中條電機水道（株） 代表取締役 奈良 章司 香川県坂出市江尻町１２５９－１０ 水道
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中條電機水道（株） 代表取締役 奈良 章司 香川県坂出市江尻町１２５９－１０ 消防

（株）中電工 岡山統括支社 執行役員支社長 遠部 日出夫 岡山県岡山市南区浜野四丁目２－７ 電気

（株）中電工 岡山統括支社 執行役員支社長 遠部 日出夫 岡山県岡山市南区浜野四丁目２－７ 管

（株）中電工 岡山統括支社 執行役員支社長 遠部 日出夫 岡山県岡山市南区浜野四丁目２－７ 電気通信

（株）中電工 岡山統括支社 執行役員支社長 遠部 日出夫 岡山県岡山市南区浜野四丁目２－７ 消防

月島機械（株）大阪支社 支社長 鈴木 伸尚 大阪府大阪市中央区瓦町３－６－５ 機械器具

月島機械（株）大阪支社 支社長 鈴木 伸尚 大阪府大阪市中央区瓦町３－６－５ 水道

（有）壷井工務店 代表取締役 壷井 忠雄 香川県小豆郡小豆島町坂手甲３２１－１ 土木

（有）壷井工務店 代表取締役 壷井 忠雄 香川県小豆郡小豆島町坂手甲３２１－１ 建築

（株）都村製作所 代表取締役 都村 尚志 香川県仲多度郡琴平町榎井５９０ とび土工

（株）都村製作所 代表取締役 都村 尚志 香川県仲多度郡琴平町榎井５９０ 電気

（株）都村製作所 代表取締役 都村 尚志 香川県仲多度郡琴平町榎井５９０ 内装

（株）都村製作所 代表取締役 都村 尚志 香川県仲多度郡琴平町榎井５９０ 機械器具

（株）都村製作所 代表取締役 都村 尚志 香川県仲多度郡琴平町榎井５９０ 造園

（株）鶴見製作所 四国支店 支店長 坂本 幸治 香川県高松市多肥下町１５５４－２８ 機械器具

（株）鶴見製作所 四国支店 支店長 坂本 幸治 香川県高松市多肥下町１５５４－２８ 水道

（株）テクアノーツ 代表取締役 三門 克彰 埼玉県川口市芝下１－１－３ 土木

（株）テクアノーツ 代表取締役 三門 克彰 埼玉県川口市芝下１－１－３ とび土工

（株）テクアノーツ 代表取締役 三門 克彰 埼玉県川口市芝下１－１－３ 電気

（株）テクアノーツ 代表取締役 三門 克彰 埼玉県川口市芝下１－１－３ 管

（株）テクアノーツ 代表取締役 三門 克彰 埼玉県川口市芝下１－１－３ 鋼構造物

（株）テクアノーツ 代表取締役 三門 克彰 埼玉県川口市芝下１－１－３ 塗装

（株）テクアノーツ 代表取締役 三門 克彰 埼玉県川口市芝下１－１－３ 機械器具

（株）テクアノーツ 代表取締役 三門 克彰 埼玉県川口市芝下１－１－３ 水道

（株）テクノ菱和 高松営業所 所長 村上 尚 香川県高松市松縄町１１１７－５ 管

電気興業（株） 広島支店四国営業所 所長 渡辺 伸一 愛媛県松山市山越５－８－３ 建築

電気興業（株） 広島支店四国営業所 所長 渡辺 伸一 愛媛県松山市山越５－８－３ 鋼構造物
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電気興業（株） 広島支店四国営業所 所長 渡辺 伸一 愛媛県松山市山越５－８－３ 塗装

電気興業（株） 広島支店四国営業所 所長 渡辺 伸一 愛媛県松山市山越５－８－３ 電気通信

（株）電業社機械製作所 四国支店 支店長 山元 裕治 香川県高松市兵庫町８－１ 機械器具

（株）電業社機械製作所 四国支店 支店長 山元 裕治 香川県高松市兵庫町８－１ 水道

東亜道路工業（株） 高松出張所 出張所長 水取 裕喜 香川県高松市城東町２－９－１ 土木

東亜道路工業（株） 高松出張所 出張所長 水取 裕喜 香川県高松市城東町２－９－１ とび土工

東亜道路工業（株） 高松出張所 出張所長 水取 裕喜 香川県高松市城東町２－９－１ 舗装

東亜道路工業（株） 高松出張所 出張所長 水取 裕喜 香川県高松市城東町２－９－１ 塗装

東亜道路工業（株） 高松出張所 出張所長 水取 裕喜 香川県高松市城東町２－９－１ 水道

東急建設（株） 四国支店 支店長 松田 和仁 香川県高松市中央町１６－１８ 土木

東急建設（株） 四国支店 支店長 松田 和仁 香川県高松市中央町１６－１８ 建築

東急建設（株） 四国支店 支店長 松田 和仁 香川県高松市中央町１６－１８ 水道

（有）東京インテルナトーヨー住器 代表取締役 西滝 忍 香川県小豆郡土庄町甲６１９２－３９ ガラス

（有）東京インテルナトーヨー住器 代表取締役 西滝 忍 香川県小豆郡土庄町甲６１９２－３９ 建具

東光電気工事（株） 代表取締役 青木 宏明 東京都千代田区西神田１－４－５ 電気通信

東光電気工事（株） 四国営業所 営業所長 立石 光弘 香川県高松市福岡町３－２７－２１ 電気

東芝インフラシステムズ（株）四国支社 統括責任者 堀口 文彦 香川県高松市寿町２－２－７ 電気

東芝インフラシステムズ（株）四国支社 統括責任者 堀口 文彦 香川県高松市寿町２－２－７ 電気通信

東芝エレベータ（株）四国支店 支店長 花田 仁男 香川県高松市朝日町２－２－２２ 機械器具

東芝プラントシステム（株） 代表取締役 原園 浩一 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３６－５ 管

東芝プラントシステム（株） 代表取締役 原園 浩一 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３６－５ 電気通信

東芝プラントシステム（株）四国営業所 所長 福田 豊 香川県高松市寿町２－２－７ 電気

東邦産業（株） 代表取締役 古市 泰弘 香川県高松市西宝町１－６－１８ 機械器具

東邦電機工業（株） 代表取締役 藤原 一生 香川県高松市国分寺町柏原８６３－１ 電気

東邦電機工業（株） 代表取締役 藤原 一生 香川県高松市国分寺町柏原８６３－１ 機械器具

東洋化機（株） 代表取締役 西山 祐司 岡山県岡山市東区金岡東町２－８－３５ 管

東洋化機（株） 代表取締役 西山 祐司 岡山県岡山市東区金岡東町２－８－３５ 機械器具
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東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ 土木

東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ 建築

東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ 大工

東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ とび土工

東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ 石

東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ 鋼構造物

東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ 舗装

東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ 浚渫

東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ 塗装

東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ 内装

東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ 水道

東洋建設（株） 四国支店 執行役員支店長 吉塚 宏 香川県高松市昭和町１－３－５ 解体

（株）桃陵工業 代表取締役 中川 憲昭 香川県仲多度郡多度津町道福寺３５５－１ 土木

（株）桃陵工業 代表取締役 中川 憲昭 香川県仲多度郡多度津町道福寺３５５－１ とび土工

（株）桃陵工業 代表取締役 中川 憲昭 香川県仲多度郡多度津町道福寺３５５－１ 電気

（株）桃陵工業 代表取締役 中川 憲昭 香川県仲多度郡多度津町道福寺３５５－１ 管

（株）桃陵工業 代表取締役 中川 憲昭 香川県仲多度郡多度津町道福寺３５５－１ 舗装

（株）桃陵工業 代表取締役 中川 憲昭 香川県仲多度郡多度津町道福寺３５５－１ 塗装

（株）桃陵工業 代表取締役 中川 憲昭 香川県仲多度郡多度津町道福寺３５５－１ 造園

（株）桃陵工業 代表取締役 中川 憲昭 香川県仲多度郡多度津町道福寺３５５－１ 水道

（株）桃陵工業 代表取締役 中川 憲昭 香川県仲多度郡多度津町道福寺３５５－１ 解体

徳寿工業（株） 代表取締役 坂谷 英志郎 香川県高松市福岡町２－５－１０ 電気

徳寿工業（株） 代表取締役 坂谷 英志郎 香川県高松市福岡町２－５－１０ 管

徳寿工業（株） 代表取締役 坂谷 英志郎 香川県高松市福岡町２－５－１０ 鋼構造物

徳寿工業（株） 代表取締役 坂谷 英志郎 香川県高松市福岡町２－５－１０ 機械器具

徳寿工業（株） 代表取締役 坂谷 英志郎 香川県高松市福岡町２－５－１０ 水道

徳寿工業（株） 代表取締役 坂谷 英志郎 香川県高松市福岡町２－５－１０ 消防
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戸田建設（株） 四国支店 支店長 永田 武久 香川県高松市塩上町２－８－１９ 土木

戸田建設（株） 四国支店 支店長 永田 武久 香川県高松市塩上町２－８－１９ 建築

戸田建設（株） 四国支店 支店長 永田 武久 香川県高松市塩上町２－８－１９ 電気

戸田建設（株） 四国支店 支店長 永田 武久 香川県高松市塩上町２－８－１９ 管

戸田建設（株） 四国支店 支店長 永田 武久 香川県高松市塩上町２－８－１９ 内装

戸田建設（株） 四国支店 支店長 永田 武久 香川県高松市塩上町２－８－１９ 水道

戸田建設（株） 四国支店 支店長 永田 武久 香川県高松市塩上町２－８－１９ 解体

飛島建設（株） 四国支店 支店長 白倉 正敏 香川県高松市田町１１－５ 土木

飛島建設（株） 四国支店 支店長 白倉 正敏 香川県高松市田町１１－５ 建築

飛島建設（株） 四国支店 支店長 白倉 正敏 香川県高松市田町１１－５ とび土工

飛島建設（株） 四国支店 支店長 白倉 正敏 香川県高松市田町１１－５ 鋼構造物

飛島建設（株） 四国支店 支店長 白倉 正敏 香川県高松市田町１１－５ 浚渫

飛島建設（株） 四国支店 支店長 白倉 正敏 香川県高松市田町１１－５ 内装

飛島建設（株） 四国支店 支店長 白倉 正敏 香川県高松市田町１１－５ 水道

飛島建設（株） 四国支店 支店長 白倉 正敏 香川県高松市田町１１－５ 解体

（株）トミウン 代表取締役 丹生 兼嗣 香川県小豆郡土庄町上庄６４１－１ 建築

（株）トミウン池田営業所 取締役池田営業所長 丹生 明恵 香川県小豆郡小豆島町蒲生甲２０２０－１ 土木

（株）トミウン池田営業所 取締役池田営業所長 丹生 明恵 香川県小豆郡小豆島町蒲生甲２０２０－１ とび土工

（株）トミウン池田営業所 取締役池田営業所長 丹生 明恵 香川県小豆郡小豆島町蒲生甲２０２０－１ 舗装

（株）トミウン池田営業所 取締役池田営業所長 丹生 明恵 香川県小豆郡小豆島町蒲生甲２０２０－１ 浚渫

（株）トミウン池田営業所 取締役池田営業所長 丹生 明恵 香川県小豆郡小豆島町蒲生甲２０２０－１ 水道

（株）トミウン池田営業所 取締役池田営業所長 丹生 明恵 香川県小豆郡小豆島町蒲生甲２０２０－１ 解体

（株）富田工務店 代表取締役 富田 淑郎 香川県高松市中野町３－２３ 建築

（株）酉島製作所 高松支店 支店長 太田 浩司 香川県高松市寿町１－１－１２ 土木

（株）酉島製作所 高松支店 支店長 太田 浩司 香川県高松市寿町１－１－１２ 電気

（株）酉島製作所 高松支店 支店長 太田 浩司 香川県高松市寿町１－１－１２ 鋼構造物

（株）酉島製作所 高松支店 支店長 太田 浩司 香川県高松市寿町１－１－１２ 機械器具
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（株）酉島製作所 高松支店 支店長 太田 浩司 香川県高松市寿町１－１－１２ 水道

（株）ナイバ 代表取締役 山本 和彦 香川県高松市塩上町１－３－６ とび土工

（株）ナイバ 代表取締役 山本 和彦 香川県高松市塩上町１－３－６ さく井

長尾環境設備（株） 代表取締役 長尾 克己 香川県坂出市西庄町１０１０－１ 管

長尾環境設備（株） 代表取締役 長尾 克己 香川県坂出市西庄町１０１０－１ 水道

（有）長瀬工務店 代表取締役 寺田 佳久 香川県小豆郡小豆島町池田２２０２－３ 建築

（株）ナカボーテック 大阪支店 支店長 林 芳次 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 土木

（株）ナカボーテック 大阪支店 支店長 林 芳次 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 電気

（株）ナカボーテック 大阪支店 支店長 林 芳次 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 塗装

（有）中村興業 代表取締役 中村 和義 香川県高松市春日町７０８－３ 土木

（有）中村興業 代表取締役 中村 和義 香川県高松市春日町７０８－３ とび土工

（有）中村興業 代表取締役 中村 和義 香川県高松市春日町７０８－３ 管

（有）中村興業 代表取締役 中村 和義 香川県高松市春日町７０８－３ 浚渫

（有）中村興業 代表取締役 中村 和義 香川県高松市春日町７０８－３ 水道

（有）中村興業 代表取締役 中村 和義 香川県高松市春日町７０８－３ 解体

（株）ナガワ 大阪支店 支店長 小原 辰也 大阪府大阪市北区中之島３－３－２３ 建築

（株）ナガワ 大阪支店 支店長 小原 辰也 大阪府大阪市北区中之島３－３－２３ 大工

南部開発（株） 代表取締役 杉田 数博 香川県高松市勅使町２９９－２ 土木

南部開発（株） 代表取締役 杉田 数博 香川県高松市勅使町２９９－２ とび土工

南部開発（株） 代表取締役 杉田 数博 香川県高松市勅使町２９９－２ 石

南部開発（株） 代表取締役 杉田 数博 香川県高松市勅使町２９９－２ 鋼構造物

南部開発（株） 代表取締役 杉田 数博 香川県高松市勅使町２９９－２ 舗装

南部開発（株） 代表取締役 杉田 数博 香川県高松市勅使町２９９－２ 浚渫

南部開発（株） 代表取締役 杉田 数博 香川県高松市勅使町２９９－２ 水道

南部開発（株） 代表取締役 杉田 数博 香川県高松市勅使町２９９－２ 解体

（株）西崎組小豆島町営業所 営業所長 西崎 邦彦 香川県小豆郡小豆島町池田２１３４－２ 土木

（株）西崎組小豆島町営業所 営業所長 西崎 邦彦 香川県小豆郡小豆島町池田２１３４－２ 建築
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（株）西崎組小豆島町営業所 営業所長 西崎 邦彦 香川県小豆郡小豆島町池田２１３４－２ 解体

（株）ニシテック 高松営業所 営業所長 田中 敏規 香川県高松市木太町４５３－１丸忠第１３ビル１０３号室 電気

（株）ニシテック 高松営業所 営業所長 田中 敏規 香川県高松市木太町４５３－１丸忠第１３ビル１０３号室 機械器具

西日本電信電話（株） 香川支店 支店長 北口 哲也 香川県高松市観光通１－８－２ 電気通信

西日本土木（株） 代表取締役 伊丹 貴宏 香川県高松市春日町１１５ 土木

西日本土木（株） 代表取締役 伊丹 貴宏 香川県高松市春日町１１５ とび土工

西日本土木（株） 代表取締役 伊丹 貴宏 香川県高松市春日町１１５ 石

西日本土木（株） 代表取締役 伊丹 貴宏 香川県高松市春日町１１５ 舗装

西日本土木（株） 代表取締役 伊丹 貴宏 香川県高松市春日町１１５ 塗装

西日本土木（株） 代表取締役 伊丹 貴宏 香川県高松市春日町１１５ 水道

西日本土木（株） 代表取締役 伊丹 貴宏 香川県高松市春日町１１５ 解体

西日本放送サービス（株） 代表取締役 中村 卓朗 香川県高松市西春日町大畑１７３７－１ 電気

西日本放送サービス（株） 代表取締役 中村 卓朗 香川県高松市西春日町大畑１７３７－１ 電気通信

西日本放送サービス（株） 代表取締役 中村 卓朗 香川県高松市西春日町大畑１７３７－１ 消防

西日本ロード施設（株） 代表取締役 金子 正 香川県高松市朝日町５－３－７３ 土木

西日本ロード施設（株） 代表取締役 金子 正 香川県高松市朝日町５－３－７３ とび土工

西日本ロード施設（株） 代表取締役 金子 正 香川県高松市朝日町５－３－７３ 電気

西日本ロード施設（株） 代表取締役 金子 正 香川県高松市朝日町５－３－７３ 舗装

西日本ロード施設（株） 代表取締役 金子 正 香川県高松市朝日町５－３－７３ 塗装

（株）西原環境 四国営業所 副所長 三福 伸児 香川県高松市春日町１５３９－３ 土木

（株）西原環境 四国営業所 副所長 三福 伸児 香川県高松市春日町１５３９－３ 電気

（株）西原環境 四国営業所 副所長 三福 伸児 香川県高松市春日町１５３９－３ 管

（株）西原環境 四国営業所 副所長 三福 伸児 香川県高松市春日町１５３９－３ 機械器具

（株）西原環境 四国営業所 副所長 三福 伸児 香川県高松市春日町１５３９－３ 水道

（株）西原環境 四国営業所 副所長 三福 伸児 香川県高松市春日町１５３９－３ 清掃

（株）西原ネオ 代表取締役 月橋 伸夫 東京都港区芝浦３－６－１８ 機械器具

（株）西原ネオ 高松営業所 所長 上田 祥吾 香川県高松市木太町５８７－９ 管
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西松建設（株） 代表取締役 高瀬 伸利 東京都港区虎ノ門１－１７－１ 電気

西松建設（株） 代表取締役 高瀬 伸利 東京都港区虎ノ門１－１７－１ 管

西松建設（株） 代表取締役 高瀬 伸利 東京都港区虎ノ門１－１７－１ 機械器具

西松建設（株） 代表取締役 高瀬 伸利 東京都港区虎ノ門１－１７－１ 造園

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 土木

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 建築

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 大工

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 左官

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ とび土工

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 石

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 屋根

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ タイル

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 鋼構造物

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 舗装

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 浚渫

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 塗装

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 防水

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 内装

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 水道

西松建設（株） 四国支店 支店長 田中 顕二 香川県高松市番町３－８－１１ 解体

（株）日栄建設 代表取締役 三日月 善夫 香川県高松市中野町６－１５ 土木

（株）日栄建設 代表取締役 三日月 善夫 香川県高松市中野町６－１５ 建築

（株）日栄建設 代表取締役 三日月 善夫 香川県高松市中野町６－１５ 解体

（株）日鋼サッシュ製作所 代表取締役 前田 恭典 香川県高松市松並町１０３５ 建具

日新電機（株） 四国支店 支店長 八木 信行 香川県高松市番町１－６－１ 電気

日東河川工業（株） 代表取締役 向阪 敬 香川県高松市中央町５－３ 鋼構造物

日東河川工業（株） 代表取締役 向阪 敬 香川県高松市中央町５－３ 機械器具
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日特建設（株） 高松営業所 所長 木村 雅章 香川県高松市太田下町３０３１－１７ 土木

日特建設（株） 高松営業所 所長 木村 雅章 香川県高松市太田下町３０３１－１７ とび土工

日特建設（株） 高松営業所 所長 木村 雅章 香川県高松市太田下町３０３１－１７ 鋼構造物

日特建設（株） 高松営業所 所長 木村 雅章 香川県高松市太田下町３０３１－１７ 舗装

日特建設（株） 高松営業所 所長 木村 雅章 香川県高松市太田下町３０３１－１７ 水道

日特建設（株） 高松営業所 所長 木村 雅章 香川県高松市太田下町３０３１－１７ 解体

日本ジッコウ（株） 四国営業所 所長 西尾 昭人 愛媛県松山市北井門２－１－１６ 土木

日本ジッコウ（株） 四国営業所 所長 西尾 昭人 愛媛県松山市北井門２－１－１６ とび土工

日本ジッコウ（株） 四国営業所 所長 西尾 昭人 愛媛県松山市北井門２－１－１６ 塗装

日本ジッコウ（株） 四国営業所 所長 西尾 昭人 愛媛県松山市北井門２－１－１６ 水道

日本電気（株） 代表取締役 森田 隆之 東京都港区芝５－７－１ 建築

日本電気（株） 代表取締役 森田 隆之 東京都港区芝５－７－１ 電気

日本電気（株） 代表取締役 森田 隆之 東京都港区芝５－７－１ 内装

日本電気（株） 四国支社 支社長 船田 晃 香川県高松市中野町２９－２ 電気通信

日本電設工業（株） 四国支店 支店長 小西 将道 香川県高松市本町７－１７ 電気

日本電設工業（株） 四国支店 支店長 小西 将道 香川県高松市本町７－１７ 管

日本電設工業（株） 四国支店 支店長 小西 将道 香川県高松市本町７－１７ 電気通信

（有）二宮塗装 代表取締役 二宮 知央 香川県高松市木太町２３８５－５ 塗装

（有）二宮塗装 代表取締役 二宮 知央 香川県高松市木太町２３８５－５ 防水

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 土木

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 建築

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 大工

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 左官

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 とび土工

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 石

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 屋根

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 電気
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（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 管

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 タイル

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 鋼構造物

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 鉄筋

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 舗装

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 浚渫

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 板金

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 ガラス

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 塗装

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 防水

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 内装

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 熱絶縁

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 建具

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 水道

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 清掃

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 降矢 直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 解体

日本国土開発（株） 四国営業所 所長 日下 正明 香川県高松市城東町１－６－２６ 土木

日本国土開発（株） 四国営業所 所長 日下 正明 香川県高松市城東町１－６－２６ 建築

日本国土開発（株） 四国営業所 所長 日下 正明 香川県高松市城東町１－６－２６ とび土工

日本国土開発（株） 四国営業所 所長 日下 正明 香川県高松市城東町１－６－２６ 水道

日本国土開発（株） 四国営業所 所長 日下 正明 香川県高松市城東町１－６－２６ 解体

日本コムテック（株）東京支店 支配人 関山 学 東京都千代田区内神田２－１２－１２ 建築

日本浄化槽（株） 代表取締役 岡本 吉幸 香川県高松市一宮町８４２－２ 管

日本体育施設（株）四国営業所 所長 多田羅 裕 香川県高松市鶴市町８７７－７ Ｃ１０１ 土木

日本体育施設（株）四国営業所 所長 多田羅 裕 香川県高松市鶴市町８７７－７ Ｃ１０１ とび土工

日本体育施設（株）四国営業所 所長 多田羅 裕 香川県高松市鶴市町８７７－７ Ｃ１０１ 舗装

日本フィールドシステム（株） 代表取締役 鈴木 誠 岡山県津山市高尾５７３－１ 土木
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日本フィールドシステム（株） 代表取締役 鈴木 誠 岡山県津山市高尾５７３－１ とび土工

日本フィールドシステム（株） 代表取締役 鈴木 誠 岡山県津山市高尾５７３－１ 舗装

日本フィールドシステム（株） 代表取締役 鈴木 誠 岡山県津山市高尾５７３－１ 造園

日本無線（株） 四国支店 支店長 金子 堅司 香川県高松市寿町２－３－１１ 電気通信

（株）乃村工藝社 代表取締役 社長執行役員 榎本 修次 東京都港区台場２－３－４ 建築

（株）乃村工藝社 代表取締役 社長執行役員 榎本 修次 東京都港区台場２－３－４ 鋼構造物

（株）乃村工藝社 代表取締役 社長執行役員 榎本 修次 東京都港区台場２－３－４ 内装

長谷川体育施設（株） 代表取締役社長 仁ノ平 俊和 東京都世田谷区太子堂１－４－２１ 建築

長谷川体育施設（株） 代表取締役社長 仁ノ平 俊和 東京都世田谷区太子堂１－４－２１ 内装

長谷川体育施設（株） 代表取締役社長 仁ノ平 俊和 東京都世田谷区太子堂１－４－２１ 造園

長谷川体育施設（株） 四国営業所 所長 宮本 功 香川県高松市松福町１－１２－２６ 土木

長谷川体育施設（株） 四国営業所 所長 宮本 功 香川県高松市松福町１－１２－２６ とび土工

長谷川体育施設（株） 四国営業所 所長 宮本 功 香川県高松市松福町１－１２－２６ 舗装

（有）長谷川電工 代表取締役 長谷川 恭之 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４４－１４１ 電気

（有）長谷川電工 代表取締役 長谷川 恭之 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４４－１４１ 管

（有）長谷川電工 代表取締役 長谷川 恭之 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４４－１４１ 消防

八光海運（株） 代表取締役 足立 敏己 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３－１ 土木

八光海運（株） 代表取締役 足立 敏己 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３－１ とび土工

八光海運（株） 代表取締役 足立 敏己 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３－１ 浚渫

八光海運（株） 代表取締役 足立 敏己 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３－１ 塗装

パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 中国四国支
店

支店長 宮嶋 俊幸 広島県広島市中区中町７－１ 電気

パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 中国四国支
店

支店長 宮嶋 俊幸 広島県広島市中区中町７－１ 消防

パナソニックシステムソリューションズジャパン
（株） 西日本社

社長 山口 和洋 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番41号 電気

パナソニックシステムソリューションズジャパン
（株） 西日本社

社長 山口 和洋 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番41号 電気通信

バンドーレテック（株） 代表取締役 板東 仁成 香川県高松市鶴市町１ 土木

バンドーレテック（株） 代表取締役 板東 仁成 香川県高松市鶴市町１ 建築

バンドーレテック（株） 代表取締役 板東 仁成 香川県高松市鶴市町１ とび土工
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バンドーレテック（株） 代表取締役 板東 仁成 香川県高松市鶴市町１ 舗装

バンドーレテック（株） 代表取締役 板東 仁成 香川県高松市鶴市町１ 解体

（株）ピーエス三菱 四国営業所 所長 高橋 寛正 香川県高松市番町２－１７－１５ 土木

（株）ピーエス三菱 四国営業所 所長 高橋 寛正 香川県高松市番町２－１７－１５ とび土工

（株）ピーエス三菱 四国営業所 所長 高橋 寛正 香川県高松市番町２－１７－１５ 石

（株）ピーエス三菱 四国営業所 所長 高橋 寛正 香川県高松市番町２－１７－１５ 鋼構造物

（株）ピーエス三菱 四国営業所 所長 高橋 寛正 香川県高松市番町２－１７－１５ 舗装

（株）ピーエス三菱 四国営業所 所長 高橋 寛正 香川県高松市番町２－１７－１５ 浚渫

（株）ピーエス三菱 四国営業所 所長 高橋 寛正 香川県高松市番町２－１７－１５ 塗装

（株）ピーエス三菱 四国営業所 所長 高橋 寛正 香川県高松市番町２－１７－１５ 水道

（株）ピーエス三菱 四国営業所 所長 高橋 寛正 香川県高松市番町２－１７－１５ 解体

（有）日岡工務店 代表取締役 日岡 眞宏 香川県小豆郡小豆島町神懸通甲９４１ー１ 建築

（有）日岡工務店 代表取締役 日岡 眞宏 香川県小豆郡小豆島町神懸通甲９４１ー１ 解体

（株）ヒカリ 代表取締役 池田 孝道 香川県丸亀市田村町１２３８ とび土工

（株）ヒカリ高松支店 高松支店長 合田 友厚 香川県高松市伏石町２１３０－４ 建築

（株）ヒカリ高松支店 高松支店長 合田 友厚 香川県高松市伏石町２１３０－４ 解体

（株）日立インダストリアルプロダクツ 四国営業所 所長 納田 啓司 香川県高松市中央町５－３１ 電気

（株）日立インダストリアルプロダクツ 四国営業所 所長 納田 啓司 香川県高松市中央町５－３１ 機械器具

（株）日立国際電気 四国支店 支店長代理 遠藤 大祐 高知県高知市駅前町５－５ 電気通信

日立造船（株） 代表取締役 三野 禎男 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 土木

日立造船（株） 代表取締役 三野 禎男 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 建築

日立造船（株） 代表取締役 三野 禎男 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ とび土工

日立造船（株） 代表取締役 三野 禎男 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 電気

日立造船（株） 代表取締役 三野 禎男 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 管

日立造船（株） 代表取締役 三野 禎男 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 鋼構造物

日立造船（株） 代表取締役 三野 禎男 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 機械器具

日立造船（株） 代表取締役 三野 禎男 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 電気通信
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日立造船（株） 代表取締役 三野 禎男 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 水道

日立造船（株） 代表取締役 三野 禎男 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 清掃

日立造船中国工事（株） 代表取締役 夏秋 祐一 広島県尾道市東御所町１１‐９ ＪＡ尾道市駅前ビル 鋼構造物

日立造船中国工事（株） 代表取締役 夏秋 祐一 広島県尾道市東御所町１１‐９ ＪＡ尾道市駅前ビル 機械器具

日立造船中国工事（株） 代表取締役 夏秋 祐一 広島県尾道市東御所町１１‐９ ＪＡ尾道市駅前ビル 清掃

（株）福島商会 代表取締役 福島 桂子 香川県高松市屋島西町１９３１－５ 消防

富国産業（株） 代表取締役 福家 雄一 香川県高松市春日町１６３３－１ 土木

富国産業（株） 代表取締役 福家 雄一 香川県高松市春日町１６３３－１ とび土工

富国産業（株） 代表取締役 福家 雄一 香川県高松市春日町１６３３－１ 電気

富国産業（株） 代表取締役 福家 雄一 香川県高松市春日町１６３３－１ 塗装

（株）藤木工務店四国支店 執行役員四国支店長 須田 恵一郎 香川県高松市上福岡町７７８－１ 土木

（株）藤木工務店四国支店 執行役員四国支店長 須田 恵一郎 香川県高松市上福岡町７７８－１ 建築

富士建設（株） 代表取締役 真鍋 有紀子 香川県三豊市詫間町詫間３００－１ 土木

富士建設（株） 代表取締役 真鍋 有紀子 香川県三豊市詫間町詫間３００－１ 建築

富士建設（株） 代表取締役 真鍋 有紀子 香川県三豊市詫間町詫間３００－１ 解体

富士建設工業（株） 代表取締役 鳴海 利彦 新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６ タイル

富士建設工業（株） 代表取締役 鳴海 利彦 新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６ 機械器具

（株）フジタ 四国支店 支店長 川上 正晴 香川県高松市太田下町２２７４－３ 土木

（株）フジタ 四国支店 支店長 川上 正晴 香川県高松市太田下町２２７４－３ 建築

（株）フジタ 四国支店 支店長 川上 正晴 香川県高松市太田下町２２７４－３ とび土工

（株）フジタ 四国支店 支店長 川上 正晴 香川県高松市太田下町２２７４－３ 浚渫

（株）フジタ 四国支店 支店長 川上 正晴 香川県高松市太田下町２２７４－３ 防水

（株）フジタ 四国支店 支店長 川上 正晴 香川県高松市太田下町２２７４－３ 内装

（株）フジタ 四国支店 支店長 川上 正晴 香川県高松市太田下町２２７４－３ 水道

（株）フジタ 四国支店 支店長 川上 正晴 香川県高松市太田下町２２７４－３ 解体

（株）藤田工務店 代表取締役 藤田 範久 香川県観音寺市木之郷町１０７－３ 土木

（株）藤田工務店 代表取締役 藤田 範久 香川県観音寺市木之郷町１０７－３ 建築
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（株）藤田工務店 代表取締役 藤田 範久 香川県観音寺市木之郷町１０７－３ とび土工

（株）藤田工務店 代表取締役 藤田 範久 香川県観音寺市木之郷町１０７－３ 解体

（株）富士通ゼネラル 四国支店 支店長 山脇 真一 香川県高松市一宮町２５８－１ 電気通信

富士通ネットワークソリューションズ（株） 四国支店 四国支店長 安河内 英一 香川県高松市藤塚町１－１０－３０ 電気通信

フジテック（株） 四国営業所 支店長 藤本 義信 香川県高松市寿町１－４－３ 機械器具

富士道路施設（株） 代表取締役 佐藤 公一 香川県高松市小村町３２８－２ 土木

富士道路施設（株） 代表取締役 佐藤 公一 香川県高松市小村町３２８－２ とび土工

富士道路施設（株） 代表取締役 佐藤 公一 香川県高松市小村町３２８－２ 電気

富士道路施設（株） 代表取締役 佐藤 公一 香川県高松市小村町３２８－２ 舗装

富士道路施設（株） 代表取締役 佐藤 公一 香川県高松市小村町３２８－２ 塗装

（株）フソウ 代表取締役社長執行役員 角 尚宣 香川県高松市郷東町７９２ー８ 土木

（株）フソウ 代表取締役社長執行役員 角 尚宣 香川県高松市郷東町７９２－８ 建築

（株）フソウ 代表取締役社長執行役員 角 尚宣 香川県高松市郷東町７９２－８ 電気

（株）フソウ 代表取締役社長執行役員 角 尚宣 香川県高松市郷東町７９２－８ 管

（株）フソウ 代表取締役社長執行役員 角 尚宣 香川県高松市郷東町７９２－８ 鋼構造物

（株）フソウ 代表取締役社長執行役員 角 尚宣 香川県高松市郷東町７９２－８ 浚渫

（株）フソウ 代表取締役社長執行役員 角 尚宣 香川県高松市郷東町７９２－８ 機械器具

（株）フソウ 代表取締役社長執行役員 角 尚宣 香川県高松市郷東町７９２－８ 水道

（株）フソウ 代表取締役社長執行役員 角 尚宣 香川県高松市郷東町７９２－８ 清掃

扶桑興産（株） 代表取締役 横井 宏之 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁１３４－７ 管

扶桑興産（株） 代表取締役 横井 宏之 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁１３４－７ 機械器具

扶桑興産（株） 代表取締役 横井 宏之 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁１３４－７ 造園

扶桑電通（株）四国支店 執行役員支店長 中出 芳裕 香川県高松市天神前１０－１ 電気通信

（株）フソウメンテック 代表取締役 西堀 直人 香川県高松市郷東町７９２－１０５ 土木

（株）フソウメンテック 代表取締役 西堀 直人 香川県高松市郷東町７９２－１０５ 電気

（株）フソウメンテック 代表取締役 西堀 直人 香川県高松市郷東町７９２－１０５ 管

（株）フソウメンテック 代表取締役 西堀 直人 香川県高松市郷東町７９２－１０５ 鋼構造物
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（株）フソウメンテック 代表取締役 西堀 直人 香川県高松市郷東町７９２－１０５ 機械器具

（株）フソウメンテック 代表取締役 西堀 直人 香川県高松市郷東町７９２－１０５ 水道

（株）フソウリブテック 代表取締役 辻井 憲治 香川県高松市郷東町２１６ 建築

（株）フソウリブテック 代表取締役 辻井 憲治 香川県高松市郷東町２１６ 管

（株）フソウリブテック 代表取締役 辻井 憲治 香川県高松市郷東町２１６ 塗装

（株）フソウリブテック 代表取締役 辻井 憲治 香川県高松市郷東町２１６ 防水

（株）フソウリブテック 代表取締役 辻井 憲治 香川県高松市郷東町２１６ 建具

プラント工業（株） 代表取締役 寒川 幹夫 香川県高松市三名町８５－１ 管

プラント工業（株） 代表取締役 寒川 幹夫 香川県高松市三名町８５－１ 機械器具

平成機工（株） 代表取締役 真嶋 秀樹 香川県高松市亀田町１７２－１４ 鋼構造物

平成機工（株） 代表取締役 真嶋 秀樹 香川県高松市亀田町１７２－１４ 機械器具

（株）豊和開発 代表取締役 眞鍋 誠至 香川県三豊市高瀬町新名８７４ 土木

（株）豊和開発 代表取締役 眞鍋 誠至 香川県三豊市高瀬町新名８７４ とび土工

（株）豊和開発 代表取締役 眞鍋 誠至 香川県三豊市高瀬町新名８７４ 管

（株）豊和開発 代表取締役 眞鍋 誠至 香川県三豊市高瀬町新名８７４ 鋼構造物

（株）豊和開発 代表取締役 眞鍋 誠至 香川県三豊市高瀬町新名８７４ 舗装

（株）豊和開発 代表取締役 眞鍋 誠至 香川県三豊市高瀬町新名８７４ 浚渫

（株）豊和開発 代表取締役 眞鍋 誠至 香川県三豊市高瀬町新名８７４ 造園

（株）豊和開発 代表取締役 眞鍋 誠至 香川県三豊市高瀬町新名８７４ 水道

（株）豊和開発 代表取締役 眞鍋 誠至 香川県三豊市高瀬町新名８７４ 解体

（株）堀川硝子 代表取締役 坂本 登 香川県小豆郡土庄町上庄１３５０－１ ガラス

（株）堀川硝子 代表取締役 坂本 登 香川県小豆郡土庄町上庄１３５０－１ 建具

（株）前沢エンジニアリングサービス 大阪営業所 所長 山城 龍紀 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 土木

（株）前沢エンジニアリングサービス 大阪営業所 所長 山城 龍紀 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 管

（株）前沢エンジニアリングサービス 大阪営業所 所長 山城 龍紀 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 鋼構造物

（株）前沢エンジニアリングサービス 大阪営業所 所長 山城 龍紀 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 浚渫

（株）前沢エンジニアリングサービス 大阪営業所 所長 山城 龍紀 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 機械器具
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（株）前沢エンジニアリングサービス 大阪営業所 所長 山城 龍紀 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 水道

前澤工業（株） 大阪支店 支店長 渡邊 芳久 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 土木

前澤工業（株） 大阪支店 支店長 渡邊 芳久 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 電気

前澤工業（株） 大阪支店 支店長 渡邊 芳久 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 管

前澤工業（株） 大阪支店 支店長 渡邊 芳久 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 鋼構造物

前澤工業（株） 大阪支店 支店長 渡邊 芳久 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 機械器具

前澤工業（株） 大阪支店 支店長 渡邊 芳久 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 水道

前田建設工業（株） 代表取締役 前田 操治 東京都千代田区富士見２－１０－２ 土木

前田建設工業（株） 代表取締役 前田 操治 東京都千代田区富士見２－１０－２ 建築

（株）満岡組 代表取締役 満岡 哲也 香川県高松市西春日町１１４２－４ 土木

（株）満岡組 代表取締役 満岡 哲也 香川県高松市西春日町１１４２－４ とび土工

（株）満岡組 代表取締役 満岡 哲也 香川県高松市西春日町１１４２－４ 舗装

（株）満岡組 代表取締役 満岡 哲也 香川県高松市西春日町１１４２－４ 解体

（有）真砂建設 代表取締役 真砂 哲 香川県小豆郡小豆島町池田２３８７－１ 土木

（有）真砂建設 代表取締役 真砂 哲 香川県小豆郡小豆島町池田２３８７－１ 建築

（有）真砂建設 代表取締役 真砂 哲 香川県小豆郡小豆島町池田２３８７－１ 管

（有）真砂建設 代表取締役 真砂 哲 香川県小豆郡小豆島町池田２３８７－１ 鋼構造物

（有）真砂建設 代表取締役 真砂 哲 香川県小豆郡小豆島町池田２３８７－１ 解体

（有）真砂造園 代表取締役 真砂 隆文 香川県小豆郡小豆島町池田４４９５ 造園

（株）増田地質工業 代表取締役 増田 剛人 香川県高松市宮脇町１－１８－２３ 土木

（株）増田地質工業 代表取締役 増田 剛人 香川県高松市宮脇町１－１８－２３ とび土工

（株）増田地質工業 代表取締役 増田 剛人 香川県高松市宮脇町１－１８－２３ 石

（株）増田地質工業 代表取締役 増田 剛人 香川県高松市宮脇町１－１８－２３ 舗装

（株）増田地質工業 代表取締役 増田 剛人 香川県高松市宮脇町１－１８－２３ 浚渫

（株）増田地質工業 代表取締役 増田 剛人 香川県高松市宮脇町１－１８－２３ さく井

（株）増田地質工業 代表取締役 増田 剛人 香川県高松市宮脇町１－１８－２３ 水道

松熊工業（株） 代表取締役 松熊 秀樹 香川県高松市一宮町１１２７－５ 土木
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松熊工業（株） 代表取締役 松熊 秀樹 香川県高松市一宮町１１２７－５ 建築

松熊工業（株） 代表取締役 松熊 秀樹 香川県高松市一宮町１１２７－５ 管

松熊工業（株） 代表取締役 松熊 秀樹 香川県高松市一宮町１１２７－５ 水道

松田設備（株） 代表取締役 赤岩 友晃 香川県小豆郡小豆島町安田甲１２１－１２ 管

（株）真部組 代表取締役 真部 知典 香川県さぬき市長尾西８６６－１ 土木

（株）真部組 代表取締役 真部 知典 香川県さぬき市長尾西８６６－１ 建築

（株）真部組 代表取締役 真部 知典 香川県さぬき市長尾西８６６－１ とび土工

（株）真部組 代表取締役 真部 知典 香川県さぬき市長尾西８６６－１ 石

（株）真部組 代表取締役 真部 知典 香川県さぬき市長尾西８６６－１ 管

（株）真部組 代表取締役 真部 知典 香川県さぬき市長尾西８６６－１ 舗装

（株）真部組 代表取締役 真部 知典 香川県さぬき市長尾西８６６－１ 浚渫

（株）真部組 代表取締役 真部 知典 香川県さぬき市長尾西８６６－１ 水道

（株）真部組 代表取締役 真部 知典 香川県さぬき市長尾西８６６－１ 解体

（有）マル喜井上工務店 代表取締役 井上 匡都 香川県小豆郡小豆島町池田２２９７ 建築

（有）マル喜井上工務店 代表取締役 井上 匡都 香川県小豆郡小豆島町池田２２９７ 解体

（株）マルサン 代表取締役 伊賀 満英 香川県小豆郡小豆島町蒲生甲２２９２－１ 大工

（株）マルサン 代表取締役 伊賀 満英 香川県小豆郡小豆島町蒲生甲２２９２－１ 左官

（株）マルサン 代表取締役 伊賀 満英 香川県小豆郡小豆島町蒲生甲２２９２－１ 塗装

（株）マルサン 代表取締役 伊賀 満英 香川県小豆郡小豆島町蒲生甲２２９２－１ 防水

丸島建設（株） 代表取締役 竹本 知博 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－８ 土木

丸島建設（株） 代表取締役 竹本 知博 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－８ とび土工

（株）丸島ハウジングサービス 代表取締役 高橋 秀年 香川県小豆郡土庄町渕崎甲２０５５－１ 建築

（株）丸島ハウジングサービス 代表取締役 高橋 秀年 香川県小豆郡土庄町渕崎甲２０５５－１ 電気

（株）丸島ハウジングサービス 代表取締役 高橋 秀年 香川県小豆郡土庄町渕崎甲２０５５－１ 管

（株）丸島ハウジングサービス 代表取締役 高橋 秀年 香川県小豆郡土庄町渕崎甲２０５５－１ 水道

（株）丸島ハウジングサービス 代表取締役 高橋 秀年 香川県小豆郡土庄町渕崎甲２０５５－１ 消防

（株）丸善 代表取締役 山内 法知 香川県丸亀市田村町１２２０－４ 土木
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（株）丸善 代表取締役 山内 法知 香川県丸亀市田村町１２２０－４ 舗装

（株）丸善 代表取締役 山内 法知 香川県丸亀市田村町１２２０－４ 造園

（株）丸善 代表取締役 山内 法知 香川県丸亀市田村町１２２０－４ 水道

（株）丸福建設 代表取締役 合田 一洋 香川県高松市鶴市町６０７－１ 土木

（株）丸福建設 代表取締役 合田 一洋 香川県高松市鶴市町６０７－１ とび土工

（株）丸福建設 代表取締役 合田 一洋 香川県高松市鶴市町６０７－１ 石

（株）丸福建設 代表取締役 合田 一洋 香川県高松市鶴市町６０７－１ 鋼構造物

（株）丸福建設 代表取締役 合田 一洋 香川県高松市鶴市町６０７－１ 舗装

（株）丸福建設 代表取締役 合田 一洋 香川県高松市鶴市町６０７－１ 浚渫

（株）丸福建設 代表取締役 合田 一洋 香川県高松市鶴市町６０７－１ 塗装

（株）丸福建設 代表取締役 合田 一洋 香川県高松市鶴市町６０７－１ 水道

（株）丸福建設 代表取締役 合田 一洋 香川県高松市鶴市町６０７－１ 解体

三笠電機（株） 代表取締役 三笠 忠克 徳島県徳島市かちどき橋４－５－２ 管

三笠電機（株） 代表取締役 三笠 忠克 徳島県徳島市かちどき橋４－５－２ 機械器具

三笠電機（株） 代表取締役 三笠 忠克 徳島県徳島市かちどき橋４－５－２ 電気通信

三笠電機（株） 香川支店 支店長 亀岡 哲 香川県高松市伏石町２１１２－１５ 電気

美津濃（株） 代表取締役 水野 明人 大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 土木

美津濃（株） 代表取締役 水野 明人 大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 建築

美津濃（株） 代表取締役 水野 明人 大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５ とび土工

美津濃（株） 代表取締役 水野 明人 大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 舗装

美津濃（株） 代表取締役 水野 明人 大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 内装

美津濃（株） 代表取締役 水野 明人 大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 造園

（株）ミゾタ 松山営業所 所長 芹川 一也 愛媛県松山市北井門２－１－１４－２ 電気

（株）ミゾタ 松山営業所 所長 芹川 一也 愛媛県松山市北井門２－１－１４－２ 鋼構造物

（株）ミゾタ 松山営業所 所長 芹川 一也 愛媛県松山市北井門２－１－１４－２ 機械器具

（株）ミゾタ 松山営業所 所長 芹川 一也 愛媛県松山市北井門２－１－１４－２ 水道

三井住友建設（株） 高松営業所 所長 越智 司 香川県高松市鹿角町２９３－１ 土木
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三井住友建設（株） 高松営業所 所長 越智 司 香川県高松市鹿角町２９３－１ 建築

三井住友建設（株） 高松営業所 所長 越智 司 香川県高松市鹿角町２９３－１ とび土工

三井住友建設（株） 高松営業所 所長 越智 司 香川県高松市鹿角町２９３－１ 鋼構造物

三井住友建設（株） 高松営業所 所長 越智 司 香川県高松市鹿角町２９３－１ 浚渫

三井住友建設（株） 高松営業所 所長 越智 司 香川県高松市鹿角町２９３－１ 水道

三井住友建設（株） 高松営業所 所長 越智 司 香川県高松市鹿角町２９３－１ 解体

三菱化工機（株） 取締役社長 田中 利一 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館 機械器具

三菱化工機（株） 取締役社長 田中 利一 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館 水道

三菱化工機（株） 取締役社長 田中 利一 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館 清掃

三菱電機（株）四国支社 支社長 石綿 規雄 香川県高松市寿町１－１－８ 電気

三菱電機（株）四国支社 支社長 石綿 規雄 香川県高松市寿町１－１－８ 機械器具

三菱電機（株）四国支社 支社長 石綿 規雄 香川県高松市寿町１－１－８ 電気通信

三菱電機ビルテクノサービス（株） 関西支社 取締役関西支社長 岩村 竜也 大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０ 電気通信

三菱電機ビルテクノサービス（株） 四国支社 支社長 鈴木 利明 香川県高松市番町１－６－１ 電気

三菱電機ビルテクノサービス（株） 四国支社 支社長 鈴木 利明 香川県高松市番町１－６－１ 管

三菱電機ビルテクノサービス（株） 四国支社 支社長 鈴木 利明 香川県高松市番町１－６－１ 機械器具

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 西日本本部
四国支社

支社長 池田 英範 香川県高松市古新町３－１ 電気

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 西日本本部
四国支社

支社長 池田 英範 香川県高松市古新町３－１ 電気通信

湊石材（株） 代表取締役 湊 朋之 香川県小豆郡小豆島町福田乙２６－１ 土木

湊石材（株） 代表取締役 湊 朋之 香川県小豆郡小豆島町福田乙２６－１ とび土工

湊石材（株） 代表取締役 湊 朋之 香川県小豆郡小豆島町福田乙２６－１ 解体

三宅産業（株） 代表取締役 三宅 慎二 香川県観音寺市坂本町７－２－１０ 土木

三宅産業（株） 代表取締役 三宅 慎二 香川県観音寺市坂本町７－２－１０ 建築

三宅産業（株） 代表取締役 三宅 慎二 香川県観音寺市坂本町７－２－１０ 電気

三宅産業（株） 代表取締役 三宅 慎二 香川県観音寺市坂本町７－２－１０ 管

三宅産業（株） 代表取締役 三宅 慎二 香川県観音寺市坂本町７－２－１０ 水道

三宅産業（株） 代表取締役 三宅 慎二 香川県観音寺市坂本町７－２－１０ 消防
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（株）宮本工業所 代表取締役 宮本 芳樹 富山県富山市奥田新町１２－３ 建築

（株）宮本工業所 代表取締役 宮本 芳樹 富山県富山市奥田新町１２－３ タイル

（株）宮本工業所 代表取締役 宮本 芳樹 富山県富山市奥田新町１２－３ 機械器具

みらい建設工業（株） 四国営業支店 支店長 甲斐 隆生 香川県坂出市本町３－６－１２ 土木

みらい建設工業（株） 四国営業支店 支店長 甲斐 隆生 香川県坂出市本町３－６－１２ とび土工

みらい建設工業（株） 四国営業支店 支店長 甲斐 隆生 香川県坂出市本町３－６－１２ 石

みらい建設工業（株） 四国営業支店 支店長 甲斐 隆生 香川県坂出市本町３－６－１２ 舗装

みらい建設工業（株） 四国営業支店 支店長 甲斐 隆生 香川県坂出市本町３－６－１２ 浚渫

みらい建設工業（株） 四国営業支店 支店長 甲斐 隆生 香川県坂出市本町３－６－１２ 解体

（株）ミライト 代表取締役 中山 俊樹 東京都江東区豊洲５－６－３６ 土木

（株）ミライト 代表取締役 中山 俊樹 東京都江東区豊洲５－６－３６ 管

（株）ミライト 四国支店 支店長 山地 則昭 香川県高松市林町２５４９－５ 電気

（株）ミライト 四国支店 支店長 山地 則昭 香川県高松市林町２５４９－５ 電気通信

（株）ムラカミ 代表取締役 小西 正令 香川県高松市東ハゼ町８７７ 土木

（株）ムラカミ 代表取締役 小西 正令 香川県高松市東ハゼ町８７７ 建築

（株）ムラカミ 代表取締役 小西 正令 香川県高松市東ハゼ町８７７ とび土工

（株）ムラカミ 代表取締役 小西 正令 香川県高松市東ハゼ町８７７ 解体

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 土木

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 建築

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 大工

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 左官

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ とび土工

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 石

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 屋根

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ タイル

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 鋼構造物

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 鉄筋
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（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 舗装

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 浚渫

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 板金

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ ガラス

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 塗装

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 防水

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 内装

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 熱絶縁

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 建具

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 水道

（株）村上組 代表取締役 村上 博信 香川県高松市東ハゼ町８７７ 解体

（株）村上製作所 代表取締役 村上 幸平 香川県高松市新田町甲２９７－１ 鋼構造物

（株）村上製作所 代表取締役 村上 幸平 香川県高松市新田町甲２９７－１ 機械器具

森上電気工事（有） 代表取締役 森上 眞一 香川県小豆郡土庄町上庄１９０２－３ 土木

森上電気工事（有） 代表取締役 森上 眞一 香川県小豆郡土庄町上庄１９０２－３ 水道

森上電気工事（有） 代表取締役 森上 眞一 香川県小豆郡土庄町上庄１９０２－３ 解体

森上電気工事（有） 代表取締役 森上 眞一 香川県小豆郡土庄町上庄１９０２－３ 消防

森上電気工事（有）小豆島町営業所 営業所長 森上 まさゑ 香川県小豆郡小豆島町蒲生西ノ丸甲２３７２－１ 電気

森上電気工事（有）小豆島町営業所 営業所長 森上 まさゑ 香川県小豆郡小豆島町蒲生西ノ丸甲２３７２－１ 管

安井建設（株） 代表取締役 安井 秀文 香川県小豆郡小豆島町池田２４３６－３ 土木

安井建設（株） 代表取締役 安井 秀文 香川県小豆郡小豆島町池田２４３６－３ とび土工

安井建設（株） 代表取締役 安井 秀文 香川県小豆郡小豆島町池田２４３６－３ 石

安井建設（株） 代表取締役 安井 秀文 香川県小豆郡小豆島町池田２４３６－３ 鋼構造物

安井建設（株） 代表取締役 安井 秀文 香川県小豆郡小豆島町池田２４３６－３ 舗装

安井建設（株） 代表取締役 安井 秀文 香川県小豆郡小豆島町池田２４３６－３ 浚渫

安井建設（株） 代表取締役 安井 秀文 香川県小豆郡小豆島町池田２４３６－３ 塗装

安井建設（株） 代表取締役 安井 秀文 香川県小豆郡小豆島町池田２４３６－３ 解体
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（株）矢田建設 代表取締役 矢田 常寿 香川県小豆郡小豆島町池田１７５３－１ 土木

（株）矢田建設 代表取締役 矢田 常寿 香川県小豆郡小豆島町池田１７５３－１ とび土工

（株）矢田建設 代表取締役 矢田 常寿 香川県小豆郡小豆島町池田１７５３－１ 石

（株）矢田建設 代表取締役 矢田 常寿 香川県小豆郡小豆島町池田１７５３－１ 管

（株）矢田建設 代表取締役 矢田 常寿 香川県小豆郡小豆島町池田１７５３－１ 造園

（株）矢田建設 代表取締役 矢田 常寿 香川県小豆郡小豆島町池田１７５３－１ 解体

矢田工業（株） 広島営業所 所長 久留間 義伸 広島県広島市安佐南区東野１－１３－１０ 土木

矢田工業（株） 広島営業所 所長 久留間 義伸 広島県広島市安佐南区東野１－１３－１０ とび土工

矢田工業（株） 広島営業所 所長 久留間 義伸 広島県広島市安佐南区東野１－１３－１０ 鋼構造物

矢田工業（株） 広島営業所 所長 久留間 義伸 広島県広島市安佐南区東野１－１３－１０ 塗装

矢田工業（株） 広島営業所 所長 久留間 義伸 広島県広島市安佐南区東野１－１３－１０ 水道

（株）山地宝松園 代表取締役 古家 敏弘 香川県高松市鬼無町鬼無９４３ 土木

（株）山地宝松園 代表取締役 古家 敏弘 香川県高松市鬼無町鬼無９４３ とび土工

（株）山地宝松園 代表取締役 古家 敏弘 香川県高松市鬼無町鬼無９４３ 石

（株）山地宝松園 代表取締役 古家 敏弘 香川県高松市鬼無町鬼無９４３ 造園

（株）山地緑化センター 代表取締役 山地 信弘 香川県高松市鬼無町鬼無７１８－１ 土木

（株）山地緑化センター 代表取締役 山地 信弘 香川県高松市鬼無町鬼無７１８－１ とび土工

（株）山地緑化センター 代表取締役 山地 信弘 香川県高松市鬼無町鬼無７１８－１ 石

（株）山地緑化センター 代表取締役 山地 信弘 香川県高松市鬼無町鬼無７１８－１ 舗装

（株）山地緑化センター 代表取締役 山地 信弘 香川県高松市鬼無町鬼無７１８－１ 造園

（有）山元工務店 代表取締役 山元 敏夫 香川県小豆郡小豆島町二面１３９８－１ 土木

（有）山元工務店 代表取締役 山元 敏夫 香川県小豆郡小豆島町二面１３９８－１ 水道

（有）山元工務店 代表取締役 山元 敏夫 香川県小豆郡小豆島町二面１３９８－１ 解体

（有）山本塗装商会 代表取締役 山本 雅久 香川県小豆郡小豆島町安田甲４－１ 塗装

ヤンマーエネルギーシステム（株）高松支店 支店長 南 英智 香川県高松市国分寺町新居５０８－２ 電気

ヤンマーエネルギーシステム（株）高松支店 支店長 南 英智 香川県高松市国分寺町新居５０８－２ 管

ヤンマーエネルギーシステム（株）高松支店 支店長 南 英智 香川県高松市国分寺町新居５０８－２ 機械器具
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湯浅工業（株） 代表取締役 湯浅 克宏 香川県高松市鶴市町２００４－２３ 土木

湯浅工業（株） 代表取締役 湯浅 克宏 香川県高松市鶴市町２００４－２３ とび土工

湯浅工業（株） 代表取締役 湯浅 克宏 香川県高松市鶴市町２００４－２３ 造園

（株）有電社 四国営業所 所長 奥谷 勝己 香川県高松市寿町２－２－７ 電気

（株）湯谷機械製作所 代表取締役 湯谷 延寿 香川県高松市前田西町８６６－１２ 鋼構造物

（株）湯谷機械製作所 代表取締役 湯谷 延寿 香川県高松市前田西町８６６－１２ 機械器具

四電エナジーサービス（株） 代表取締役 高橋 克己 香川県高松市亀井町７－９ 建築

四電エナジーサービス（株） 代表取締役 高橋 克己 香川県高松市亀井町７－９ 電気

四電エナジーサービス（株） 代表取締役 高橋 克己 香川県高松市亀井町７－９ 管

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 土木

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 建築

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ とび土工

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 電気

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 管

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 鋼構造物

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 舗装

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 浚渫

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 塗装

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 防水

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 内装

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 機械器具

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 熱絶縁

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 電気通信

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 造園

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 建具

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 水道

四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 消防
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四電エンジニアリング（株） 代表取締役 原田 雅仁 香川県高松市上之町３－１ー４ 清掃

（株）四電工 香川支店 常務執行役員支店長 秋月 伸夫 香川県高松市西宝町１－８－２４ 土木

（株）四電工 香川支店 常務執行役員支店長 秋月 伸夫 香川県高松市西宝町１－８－２４ 電気

（株）四電工 香川支店 常務執行役員支店長 秋月 伸夫 香川県高松市西宝町１－８－２４ 管

（株）四電工 香川支店 常務執行役員支店長 秋月 伸夫 香川県高松市西宝町１－８－２４ 電気通信

（株）四電工 香川支店 常務執行役員支店長 秋月 伸夫 香川県高松市西宝町１－８－２４ 水道

（株）四電工 香川支店 常務執行役員支店長 秋月 伸夫 香川県高松市西宝町１－８－２４ 消防

（株）リコーム 代表取締役 岡村 浩司 香川県高松市鶴市町５７０－１ 土木

（株）リコーム 代表取締役 岡村 浩司 香川県高松市鶴市町５７０－１ 建築

（株）リコーム 代表取締役 岡村 浩司 香川県高松市鶴市町５７０－１ 塗装

（株）リコーム 代表取締役 岡村 浩司 香川県高松市鶴市町５７０－１ 防水

理水化学（株） 代表取締役 森川 浩 大阪府大阪市北区南森町１－４－１０ 電気

理水化学（株） 広島支店 支店長 松田 学 広島県広島市中区大手町３－８－１ 機械器具

理水化学（株） 広島支店 支店長 松田 学 広島県広島市中区大手町３－８－１ 水道

（株）ワークサービス 代表取締役 能祖 吉幸 香川県高松市東ハゼ町８８１－１ 土木

（株）ワークサービス 代表取締役 能祖 吉幸 香川県高松市東ハゼ町８８１－１ とび土工

若築建設（株） 四国支店 支店長 岩田 功輔 香川県高松市藤塚町１－２－１ 土木

若築建設（株） 四国支店 支店長 岩田 功輔 香川県高松市藤塚町１－２－１ 建築

若築建設（株） 四国支店 支店長 岩田 功輔 香川県高松市藤塚町１－２－１ 浚渫

若築建設（株） 四国支店 支店長 岩田 功輔 香川県高松市藤塚町１－２－１ 水道

和光建設（株） 代表取締役 岡田 英樹 香川県東かがわ市土居２８３－６ 土木

和光建設（株） 代表取締役 岡田 英樹 香川県東かがわ市土居２８３－６ とび土工

和光建設（株） 代表取締役 岡田 英樹 香川県東かがわ市土居２８３－６ 舗装

和光建設（株） 代表取締役 岡田 英樹 香川県東かがわ市土居２８３－６ 浚渫

和光建設（株） 代表取締役 岡田 英樹 香川県東かがわ市土居２８３－６ 水道

（株）渡辺鉄工所 代表取締役 森 敬介 香川県高松市円座町４１６ 土木

（株）渡辺鉄工所 代表取締役 森 敬介 香川県高松市円座町４１６ 建築
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（株）渡辺鉄工所 代表取締役 森 敬介 香川県高松市円座町４１６ 鋼構造物

（株）渡辺鉄工所 代表取締役 森 敬介 香川県高松市円座町４１６ 機械器具


