
令和４年度入札参加有資格者名簿

１　本市に登録されている建設工事入札参加有資格者を掲載しました。

２　この名簿は、次の区分により掲載しています。

　(1) 市内に本店を有する者（市内本店）

  (2) 市内に営業所を有する者（市内営業）

  (3) 県内に本店を有する者（県本）

  (4) 県内に営業所を有する者（県営）

  (5) 県外に所在する者（県外）

  (6) 測量・建設コンサルタント一覧

３　市内に本店を有する者で土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事、電

　　気工事、管工事の格付けは「東近江市建設工事請負業者の格付及び選定基

　　準」に基づき行ったものです。
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工事
成績

1 825 （株）向茂組 滋賀県東近江市蛇溝町231番地 特 1152 75 1227 Ａ

2 130 （株）大兼工務店 滋賀県東近江市佐生町150番地 特 1070 75 1145 Ａ

3 818 サタ山善（株） 滋賀県東近江市今堀町646番地1 特 1057 75 1132 Ａ

4 828 （株）ウリウ土木 滋賀県東近江市瓜生津町1197番地 特 971 25 85 1056 Ａ

5 820 奥儀建設（株） 滋賀県東近江市岡田町81番地1 特 908 20 105 1013 Ａ

6 945 （株）紅葉建設 滋賀県東近江市永源寺相谷町634番地 特 941 65 1006 Ａ

7 1182 （株）ベルディア 滋賀県東近江市建部堺町254番地2 特 902 25 90 992 Ａ

8 802 （株）山重建設 滋賀県東近江市沖野二丁目10番17号 特 900 25 85 985 Ａ

9 555 （株）加藤組 滋賀県東近江市川合町598番地2 特 908 60 968 Ａ

10 1364 （株）ＡＵＣ 滋賀県東近江市今在家町602番地1 特 877 25 85 962 Ａ

11 867 （株）小澤産業 滋賀県東近江市上平木町1520番地 特 875 25 85 960 Ａ

12 838 太信建設（株） 滋賀県東近江市沖野三丁目191番地2 特 865 20 95 960 Ａ

13 893 村防工業（株） 滋賀県東近江市上平木町1850番地1 特 869 20 80 949 Ａ

14 897 廣田建設（株） 滋賀県東近江市南菩提寺町742番地 特 869 20 65 934 Ａ

15 879 （株）池田組 滋賀県東近江市平松町863番地 特 877 55 932 Ａ

16 1012 森新建設（株） 滋賀県東近江市大塚町1237番地 特 879 25 25 904 Ａ

17 965 （株）長岡建設 滋賀県東近江市五個荘竜田町707番地2 特 824 25 80 904 Ａ

18 884 たいよう工営（株） 滋賀県東近江市札の辻一丁目2番3号 特 805 20 85 890 Ａ

19 973 花文造園土木（株） 滋賀県東近江市五個荘竜田町627番地2 特 855 30 885 Ａ

20 508 （株）水研設備 滋賀県東近江市山路町792番地5 特 781 15 80 861 Ａ

21 950 丸喜建設（株） 滋賀県東近江市園町1133ｰ1 特 818 40 858 Ａ

22 817 （株）オクマコーポレーション 滋賀県東近江市聖徳町4番35号 特 800 25 65 865 Ｂ

23 875 （株）淡海建設 滋賀県東近江市中岸本町691番地2 特 771 75 846 Ｂ

24 941 伊藤建設（株） 滋賀県東近江市甲津畑町字中道893番地1 特 782 50 832 Ｂ

25 1684 （株）Ｍコーポレーション 滋賀県東近江市沖野5丁目2番2号 般 775 40 815 Ｂ

26 833 （有）西野土建 滋賀県東近江市春日町2番22号 般 763 20 40 803 Ｂ

27 1440 川口設計管理事務所 滋賀県東近江市小脇町1618番地 特 780 20 800 Ｂ

28 890 西澤工業（株） 滋賀県東近江市上大森町1122番地 般 775 20 795 Ｂ

29 949 （株）三希土木 滋賀県東近江市杠葉尾町1239番地 般 727 25 65 792 Ｂ

30 934 吉澤建設 滋賀県東近江市永源寺高野町289番地 般 725 25 65 790 Ｂ

31 1681 （株）黒川建設 滋賀県東近江市甲津畑町2423 般 715 25 70 785 Ｂ

32 803 （有）山内組 滋賀県東近江市東沖野五丁目4番4号 般 756 20 776 Ｂ

33 951 近畿地水（株） 滋賀県東近江市上岸本町1180番地 特 746 30 776 Ｂ

34 958 川重（株） 滋賀県東近江市上山町907番地 特 736 40 776 Ｂ

35 1441 奥村建設（株） 滋賀県東近江市妹町588番地の21 特 734 40 774 Ｂ

36 981 花繁造園 滋賀県東近江市五個荘新堂町231 般 747 20 767 Ｂ

37 75 （株）小漆間工業 滋賀県東近江市山路町322番地2 般 717 50 767 Ｂ

38 1678 （有）裕花園 滋賀県東近江市五個荘竜田町577-1 特 721 45 766 Ｂ

39 944 （有）吉健建設 滋賀県東近江市永源寺高野町151番地 般 725 40 765 Ｂ

40 1344 （有）マツヤマ 滋賀県東近江市沖野五丁目2番33号 般 705 20 60 765 Ｂ

41 108 （株）武藤造園 滋賀県東近江市きぬがさ町1316番地 般 721 40 761 Ｂ

42 1443 （株）古澤建設 滋賀県東近江市宮井町226番地4 特 777 75 852 Ｃ

43 857 （有）三栄工業 滋賀県東近江市中一色町716-1 般 712 25 45 757 Ｃ

44 988 加藤（株） 滋賀県東近江市池庄町1554番地5 般 707 30 737 Ｃ

45 839 （株）暁工務店 滋賀県東近江市上平木町1738番地 般 693 20 40 733 Ｃ

土木工事

客観点

(Ａ)
住所番号 コード 業者名称 許可

主観点
合計

(Ｂ)

総合
数値

(Ａ)+(Ｂ)

R4
格付
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工事
成績

土木工事

客観点

(Ａ)
住所番号 コード 業者名称 許可

主観点
合計

(Ｂ)

総合
数値

(Ａ)+(Ｂ)

R4
格付

46 1442 （株）日進 滋賀県東近江市永源寺相谷町746番地1 般 692 40 732 Ｃ

47 840 坂井水道工業（株） 滋賀県東近江市東沖野三丁目9番4号 般 728 0 728 Ｃ

48 1014 土田建材（株） 滋賀県東近江市五個荘小幡町68番地30 特 653 20 70 723 Ｃ

49 972 （株）大橋工務店 滋賀県東近江市五個荘日吉町548番地 般 696 20 716 Ｃ

50 1641 （株）熊木共楽園 滋賀県東近江市ひばり丘町1番4号 般 684 20 704 Ｃ

51 894 （株）栄工業所 滋賀県東近江市東沖野四丁目9番1号 般 689 0 689 Ｄ

52 859 角間設備（有） 滋賀県東近江市小八木町779番地 般 655 20 20 675 Ｄ

53 892 藤森建設（株） 滋賀県東近江市青葉町3番29号 般 638 20 658 Ｄ

54 931 河合重機（株） 滋賀県東近江市山上町2964 般 646 0 646 Ｄ

55 1898 （株）湖東総合システム 滋賀県東近江市妙法寺町860番地2 般 617 0 617 Ｄ

56 841 （株）植建 滋賀県東近江市上大森町2655番地 般 594 20 614 Ｄ

57 379 （株）大中組 滋賀県東近江市栗見出在家町237番地 特 592 20 612 Ｄ

58 823 （株）テック・ムラオ 滋賀県東近江市上平木町１８５０番地１ 般 593 15 15 608 Ｄ

59 846 （株）泰建 滋賀県東近江市東沖野3-6-7 般 669 25 25 694 Ｅ

60 876 水研工業（株） 滋賀県東近江市湯屋町675-2 般 598 40 638 Ｅ

61 1508 （株）松山 滋賀県東近江市沖野5丁目2番34号 般 613 20 633 Ｅ

62 822 梅谷設備工業所 滋賀県東近江市沖野一丁目6番14号 般 631 0 631 Ｅ

63 869 澤居設備工業所 滋賀県東近江市幸町1番19号 般 606 10 616 Ｅ

64 2078 OKSシステム（株） 滋賀県東近江市沖野二丁目8番3号 般 591 0 591 Ｅ

65 2075 （株）水谷工業 滋賀県東近江市市辺町2620番地36 般 590 0 590 Ｅ

66 845 （有）大西建設 滋賀県東近江市佐野町710番地 般 550 40 590 Ｅ

67 957 （有）植田設備 滋賀県東近江市愛東外町581-2 般 579 5 584 Ｅ

68 576 増樹園 滋賀県東近江市宮川町683-116 般 558 20 578 Ｅ

69 2162 （有）新昇堂 滋賀県東近江市五個荘川並町846 特 561 0 561 Ｅ

70 940 （有）杉和工業 滋賀県東近江市石谷町472番地 般 514 40 554 Ｅ

71 1743 （株）ツカサテック 滋賀県東近江市市原野町2153番地 般 528 15 15 543 Ｅ

72 933 佃建設 滋賀県東近江市和南町692番地 般 503 40 543 Ｅ

73 960 太田建設（株） 滋賀県東近江市小倉町1978番地 般 535 0 535 Ｅ

74 437 （株）森組 滋賀県東近江市綺田町221番地の3 般 530 0 530 Ｅ

75 2074 （株）森茂興業 滋賀県東近江市妙法寺町781番地24 般 507 20 527 Ｅ

76 849 東山造園（株） 滋賀県東近江市市辺町949番地 般 499 20 519 Ｅ

77 1911 （株）ライトパス 滋賀県東近江市垣見町1008番地 般 501 0 501 Ｅ

78 2242 （株）四葉建設 滋賀県東近江市小脇町2310番地 般 497 0 497 Ｅ

79 2254 圭伸建設（株） 滋賀県東近江市南清水町800番地 般 491 0 491 Ｅ

80 564 （株）あぷろす 滋賀県東近江市市子松井町８４ 般 463 20 483 Ｅ

81 936 野田建設（株） 滋賀県東近江市市原野町2199番地 般 443 20 463 Ｅ

82 1639 石一工務店 滋賀県東近江市百済寺町275-2 般 458 0 458 Ｅ
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工事
成績

1 130 （株）大兼工務店 滋賀県東近江市佐生町150番地 特 1192 35 110 1302 Ａ

2 825 （株）向茂組 滋賀県東近江市蛇溝町231番地 特 955 75 1030 Ａ

3 828 （株）ウリウ土木 滋賀県東近江市瓜生津町1197番地 特 866 35 95 961 Ａ

4 958 川重（株） 滋賀県東近江市上山町907番地 特 843 35 75 918 Ａ

5 802 （株）山重建設 滋賀県東近江市沖野二丁目10番17号 特 863 30 90 953 Ｂ

6 555 （株）加藤組 滋賀県東近江市川合町598番地2 特 812 60 872 Ｂ

7 75 （株）小漆間工業 滋賀県東近江市山路町322番地2 特 786 50 836 Ｂ

8 1026 （株）蒲生工務店 滋賀県東近江市市子川原町716番地2 特 832 0 832 Ｃ

9 972 （株）大橋工務店 滋賀県東近江市五個荘日吉町548番地 特 770 35 55 825 Ｃ

10 812 （株）渡辺工務店 滋賀県東近江市八日市緑町19番5号 般 746 20 766 Ｃ

11 1437 （株）桑原工務店 滋賀県東近江市南菩提寺町696番地 特 735 0 735 Ｃ

12 839 （株）暁工務店 滋賀県東近江市上平木町1738番地 般 677 30 50 727 Ｃ

13 860 コトブキ技建（株） 滋賀県東近江市五智町386番地4 般 650 40 60 710 Ｃ

14 891 （株）きたそう 滋賀県東近江市瓜生津町561番地4 般 774 30 30 804 Ｄ

15 970 （株）三輪工務店 滋賀県東近江市五個荘川並町645番地 特 693 0 693 Ｄ

16 1440 川口設計管理事務所 滋賀県東近江市小脇町1618番地 特 687 20 707 Ｅ

17 1014 土田建材（株） 滋賀県東近江市五個荘小幡町68番地30 特 600 50 650 Ｅ

18 846 （株）泰建 滋賀県東近江市東沖野3-6-7 般 601 0 601 Ｅ

19 1911 （株）ライトパス 滋賀県東近江市垣見町1008番地 般 562 0 562 Ｅ

20 2279 （株）猪田工務店 滋賀県東近江市池庄町１２９９番地 般 493 0 493 Ｅ

建築工事

客観点

(Ａ)
番号 コード 業者名称 許可住所

主観点
合計

(Ｂ)

総合
数値

(Ａ)+(Ｂ)

R4
格付
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工事
成績

1 893 村防工業（株） 滋賀県東近江市上平木町1850番地1 857 15 75 932 Ａ

2 508 （株）水研設備 滋賀県東近江市山路町792番地5 829 25 70 899 Ａ

3 885 （株）ライフテックミツダ 滋賀県東近江市今堀町621番地の1 856 30 886 Ａ

4 945 （株）紅葉建設 滋賀県東近江市永源寺相谷町634番地 791 20 85 876 Ａ

5 965 （株）長岡建設 滋賀県東近江市五個荘竜田町707番地2 830 35 865 Ａ

6 555 （株）加藤組 滋賀県東近江市川合町598番地2 785 20 80 865 Ａ

7 890 西澤工業（株） 滋賀県東近江市上大森町1122番地 817 25 45 862 Ａ

8 865 （株）ニシデン 滋賀県東近江市沖野三丁目8番31号 778 30 808 Ａ

9 894 （株）栄工業所 滋賀県東近江市東沖野四丁目9番1号 776 20 796 Ａ

10 803 （有）山内組 滋賀県東近江市東沖野五丁目4番4号 745 20 765 Ａ

11 975 （株）和晃 滋賀県東近江市五個荘小幡町55番地6 715 40 755 Ａ

12 840 坂井水道工業（株） 滋賀県東近江市東沖野三丁目9番4号 790 25 45 835 Ｂ

13 941 伊藤建設（株） 滋賀県東近江市甲津畑町字中道893番地1 694 50 744 Ｂ

14 857 （有）三栄工業 滋賀県東近江市中一色町716-1 688 20 708 Ｂ

15 822 梅谷設備工業所 滋賀県東近江市沖野一丁目6番14号 646 25 45 691 Ｂ

16 1442 （株）日進 滋賀県東近江市永源寺相谷町746番地1 613 30 70 683 Ｂ

17 887 合名会社　西村電気 滋賀県東近江市八日市本町7番7号 656 20 676 Ｂ

18 934 吉澤建設 滋賀県東近江市永源寺高野町289番地 636 40 676 Ｂ

19 859 角間設備（有） 滋賀県東近江市小八木町779番地 668 0 668 Ｂ

20 869 澤居設備工業所 滋賀県東近江市幸町1番19号 617 30 647 Ｃ

21 1825 （有）奥村エンジニアリング 滋賀県東近江市伊庭町2173 600 30 630 Ｃ

22 959 （有）ニシカワ 滋賀県東近江市鯰江町145番地7 608 0 608 Ｃ

23 802 （株）山重建設 滋賀県東近江市沖野二丁目10番17号 699 40 739 Ｄ

24 833 （有）西野土建 滋賀県東近江市春日町2番22号 679 0 679 Ｄ

25 1364 （株）ＡＵＣ 滋賀県東近江市今在家町602番地1 593 40 633 Ｄ

26 863 （株）八日市井野工業所 滋賀県東近江市建部日吉町374 593 25 618 Ｄ

27 1898 （株）湖東総合システム 滋賀県東近江市妙法寺町860番地2 589 0 589 Ｄ

28 957 （有）植田設備 滋賀県東近江市愛東外町581-2 583 5 588 Ｄ

29 2075 （株）水谷工業 滋賀県東近江市市辺町2620番地36 586 0 586 Ｄ

30 878 （有）ユーテック 滋賀県東近江市小脇町1354番地 551 0 551 Ｄ

31 1911 （株）ライトパス 滋賀県東近江市垣見町1008番地 413 20 20 433 Ｄ

客観点

(Ａ)

水道工事

住所番号 コード 業者名称

主観点 主観点
合計

(Ｂ)

総合
数値

(Ａ)+(Ｂ)

R4
格付
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工事
成績

1 865 （株）ニシデン 滋賀県東近江市沖野三丁目8番31号 994 35 65 1059 Ａ

2 885 （株）ライフテックミツダ 滋賀県東近江市今堀町621番地の1 948 35 65 1013 Ａ

3 888 黄地電工（株） 滋賀県東近江市小田苅町148番地 941 35 55 996 Ａ

4 824 （株）ハットウ電設 滋賀県東近江市八日市東浜町5番26号 853 30 883 Ｂ

5 864 サイテック（株） 滋賀県東近江市沖野一丁目1番37号 797 35 55 852 Ｂ

6 1821 （株）サンエヌテック 滋賀県東近江市南花沢町630 736 40 60 796 Ｂ

7 1640 建部電気工事（株） 滋賀県東近江市建部北町145番地 722 20 742 Ｂ

8 887 合名会社　西村電気 滋賀県東近江市八日市本町7番7号 729 0 729 Ｂ

9 1030 高畑電工 滋賀県東近江市石塔町948番地 734 35 55 789 Ｃ

10 811 堀電気設備工業（株） 滋賀県東近江市瓜生津町2番地の3 724 30 50 774 Ｃ

11 1515 （有）ヤマキ電気工業所 滋賀県東近江市妙法寺町612番地 735 20 755 Ｃ

12 1439 西村電気商会 滋賀県東近江市五個荘日吉町554-1 647 20 667 Ｃ

13 2077 （有）タカノ電気 滋賀県東近江市祇園町348番地 597 25 45 642 Ｃ

14 1820 （株）藤田電気工業 滋賀県東近江市小倉町1932番地 612 20 632 Ｃ

15 1825 （有）奥村エンジニアリング 滋賀県東近江市伊庭町2173 627 10 637 Ｄ

16 810 貝沼電気工業所 滋賀県東近江市野村町114-4 611 20 631 Ｄ

17 1033 （株）田井中電機 滋賀県東近江市垣見町533番地 554 30 50 604 Ｄ

18 2155 （有）小西電気工業 滋賀県東近江市沖野二丁目１番１６号 568 20 588 Ｄ

番号 コード 業者名称

電気工事

住所
R4

格付

主観点 主観点
合計

(Ｂ)

総合
数値

(Ａ)+(Ｂ)

客観点

(Ａ)
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工事
成績

1 885 （株）ライフテックミツダ 滋賀県東近江市今堀町621番地の1 988 35 65 1053 Ａ

2 508 （株）水研設備 滋賀県東近江市山路町792番地5 942 35 80 1022 Ａ

3 975 （株）和晃 滋賀県東近江市五個荘小幡町55番地6 972 40 1012 Ａ

4 865 （株）ニシデン 滋賀県東近江市沖野三丁目8番31号 947 35 65 1012 Ａ

5 893 村防工業（株） 滋賀県東近江市上平木町1850番地1 837 60 897 Ａ

6 867 （株）小澤産業 滋賀県東近江市上平木町1520番地 799 60 859 Ａ

7 840 坂井水道工業（株） 滋賀県東近江市東沖野三丁目9番4号 850 35 55 905 Ｂ

8 894 （株）栄工業所 滋賀県東近江市東沖野四丁目9番1号 819 35 55 874 Ｂ

9 888 黄地電工（株） 滋賀県東近江市小田苅町148番地 828 0 828 Ｂ

10 833 （有）西野土建 滋賀県東近江市春日町2番22号 765 35 35 800 Ｂ

11 1898 （株）湖東総合システム 滋賀県東近江市妙法寺町860番地2 798 0 798 Ｂ

12 1825 （有）奥村エンジニアリング 滋賀県東近江市伊庭町2173 713 35 65 778 Ｂ

13 1446 中島商事（株） 滋賀県東近江市宮荘町61番地5 775 20 795 Ｃ

14 857 （有）三栄工業 滋賀県東近江市中一色町716-1 723 35 55 778 Ｃ

15 890 西澤工業（株） 滋賀県東近江市上大森町1122番地 740 20 760 Ｃ

16 864 サイテック（株） 滋賀県東近江市沖野一丁目1番37号 722 35 35 757 Ｃ

17 887 合名会社　西村電気 滋賀県東近江市八日市本町7番7号 717 20 737 Ｃ

18 822 梅谷設備工業所 滋賀県東近江市沖野一丁目6番14号 711 20 731 Ｃ

19 1440 川口設計管理事務所 滋賀県東近江市小脇町1618番地 690 0 690 Ｃ

20 803 （有）山内組 滋賀県東近江市東沖野五丁目4番4号 659 20 679 Ｃ

21 859 角間設備（有） 滋賀県東近江市小八木町779番地 678 0 678 Ｃ

22 959 （有）ニシカワ 滋賀県東近江市鯰江町145番地7 668 0 668 Ｃ

23 2075 （株）水谷工業 滋賀県東近江市市辺町2620番地36 666 0 666 Ｃ

24 886 （株）斉藤ポンプ工業 滋賀県東近江市沖野一丁目1番37号 645 0 645 Ｃ

25 1584 （株）三共冷熱 滋賀県東近江市野村町508-3 638 0 638 Ｃ

26 957 （有）植田設備 滋賀県東近江市愛東外町581-2 619 5 624 Ｃ

27 878 （有）ユーテック 滋賀県東近江市小脇町1354番地 617 0 617 Ｃ

28 863 （株）八日市井野工業所 滋賀県東近江市建部日吉町374 656 30 55 711 Ｄ

29 869 澤居設備工業所 滋賀県東近江市幸町1番19号 665 30 695 Ｄ

30 819 （株）澤工務店 滋賀県東近江市沖野四丁目1番27号 658 0 658 Ｄ

31 1033 （株）田井中電機 滋賀県東近江市垣見町533番地 536 20 556 Ｄ

32 841 （株）植建 滋賀県東近江市上大森町2655番地 546 0 546 Ｄ

33 1820 （株）藤田電気工業 滋賀県東近江市小倉町1932番地 524 0 524 Ｄ

番号 コード 業者名称

管工事

住所
R4

格付

主観点 主観点
合計

(Ｂ)

総合
数値

(Ａ)+(Ｂ)

客観点

(Ａ)
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番号 コード 業者名称  住所

1 879 （株）池田組 滋賀県東近江市平松町863番地

2 1639 石一工務店 滋賀県東近江市百済寺町275一2

3 828 （株）ウリウ土木 滋賀県東近江市瓜生津町1197番地

4 1364 （株）ＡＵＣ 滋賀県東近江市今在家町602番地1

5 1684 （株）Ｍコーポレーション 滋賀県東近江市沖野5丁目2番2号

6 845 （有）大西建設 滋賀県東近江市佐野町710番地

7 820 奥儀建設（株） 滋賀県東近江市岡田町81番地1

8 817 （株）オクマコーポレーション 滋賀県東近江市聖徳町4番35号

9 1681 （株）黒川建設 滋賀県東近江市甲津畑町2423

10 2254 圭伸建設（株） 滋賀県東近江市南清水町800番地

11 867 （株）小澤産業 滋賀県東近江市上平木町1520番地

12 818 サタ山善（株） 滋賀県東近江市今堀町646番地1

13 940 （有）杉和工業 滋賀県東近江市石谷町472番地

14 838 太信建設（株） 滋賀県東近江市沖野三丁目191番地2

15 884 たいよう工営（株） 滋賀県東近江市札の辻一丁目2番3号

16 875 （株）淡海建設 滋賀県東近江市中岸本町691番地2

17 973 花文造園土木（株） 滋賀県東近江市五個荘竜田町627番地2

18 897 廣田建設（株） 滋賀県東近江市南菩提寺町742番地

19 1443 （株）古澤建設 滋賀県東近江市宮井町226番地4

20 1182 （株）ベルディア 滋賀県東近江市建部堺町254番地2

21 825 （株）向茂組 滋賀県東近江市蛇溝町231番地

22 2074 （株）森茂興業 滋賀県東近江市妙法寺町781番地24

23 2242 （株）四葉建設 滋賀県東近江市小脇町2310番地

ほ装工事
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番号 コード 業者名称  住所

1 891 （株）きたそう 滋賀県東近江市瓜生津町561番地4

2 883 （株）日研 滋賀県東近江市昭和町3番36号

3 1642 （有）ＦＵＫＵＩ 滋賀県東近江市高木町190番地4

4 2070 （株）メイク 滋賀県東近江市中小路町416番地の2

塗装工事
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番号 コード 業者名称  住所

1 891 （株）きたそう 滋賀県東近江市瓜生津町561番地4

2 1642 （有）ＦＵＫＵＩ 滋賀県東近江市高木町190番地4

3 953 （有）プルーフエンジニアリング 滋賀県東近江市上中野町976ー1

防水工事
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番号 コード 業者名称  住所

1 1641 （株）熊木共楽園 滋賀県東近江市ひばり丘町1番4号

2 2188 （有）光葉園 滋賀県東近江市池庄町1151番地2

3 2162 （有）新昇堂 滋賀県東近江市五個荘川並町846

4 447 （株）造園佐野 滋賀県東近江市佐野町501番地3

5 980 花久造園 滋賀県東近江市五個荘七里町613番地

6 981 花繁造園 滋賀県東近江市五個荘新堂町231

7 973 花文造園土木（株） 滋賀県東近江市五個荘竜田町627番地2

8 849 東山造園（株） 滋賀県東近江市市辺町949番地

9 576 増樹園 滋賀県東近江市宮川町683一116

10 108 （株）武藤造園 滋賀県東近江市きぬがさ町1316番地

11 1678 （有）裕花園 滋賀県東近江市五個荘竜田町577一1

造園工事
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番号 コード 業者名称  住所 業種名称

1 888 黄地電工（株） 滋賀県東近江市小田苅町148番地 電気

2 366 （株）サン・ロード 滋賀県東近江市沖野三丁目4番39号 電気

3 979 滋賀ライン工業（株） 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町580番地3 電気

4 811 堀電気設備工業（株） 滋賀県東近江市瓜生津町2番地の3 電気

5 366 （株）サン・ロード 滋賀県東近江市沖野三丁目4番39号 ライン

6 979 滋賀ライン工業（株） 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町580番地3 ライン

7 866 （有）トラスト・ロード 滋賀県東近江市聖徳町１番５８号 ライン

8 883 （株）日研 滋賀県東近江市昭和町3番36号 ライン

9 1258 （株）プログレス 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町578番地3 ライン

10 2070 （株）メイク 滋賀県東近江市中小路町416番地の2 ライン

11 2123 （株）ラインズテック 滋賀県東近江市ひばり丘町4一10一1 ライン

12 366 （株）サン・ロード 滋賀県東近江市沖野三丁目4番39号 防護柵

13 979 滋賀ライン工業（株） 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町580番地3 防護柵

14 866 （有）トラスト・ロード 滋賀県東近江市聖徳町１番５８号 防護柵

15 883 （株）日研 滋賀県東近江市昭和町3番36号 防護柵

16 1258 （株）プログレス 滋賀県東近江市五個荘簗瀬町578番地3 防護柵

17 2070 （株）メイク 滋賀県東近江市中小路町416番地の2 防護柵

18 2123 （株）ラインズテック 滋賀県東近江市ひばり丘町4一10一1 防護柵

交通安全施設工事
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番号 コード 業者名称  住所 許可

1 879 （株）池田組 滋賀県東近江市平松町863番地 一

2 1684 （株）Ｍコーポレーション 滋賀県東近江市沖野5丁目2番2号 一

3 1441 奥村建設（株） 滋賀県東近江市妹町588番地の21 特

4 1026 （株）蒲生工務店 滋賀県東近江市市子川原町716番地2 一

5 1681 （株）黒川建設 滋賀県東近江市甲津畑町2423 一

6 860 コトブキ技建（株） 滋賀県東近江市五智町386番地4 一

7 130 （株）大兼工務店 滋賀県東近江市佐生町150番地 特

8 838 太信建設（株） 滋賀県東近江市沖野三丁目191番地2 特

9 884 たいよう工営（株） 滋賀県東近江市札の辻一丁目2番3号 特

10 1014 土田建材（株） 滋賀県東近江市五個荘小幡町68番地30 特

11 965 （株）長岡建設 滋賀県東近江市五個荘竜田町707番地2 特

12 1508 （株）松山 滋賀県東近江市沖野5丁目2番34号 一

13 1012 森新建設（株） 滋賀県東近江市大塚町1237番地 特

14 944 （有）吉健建設 滋賀県東近江市永源寺高野町151番地 一

解体工事
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コード 地域 業者名称 業種名称 許可

839 市本 （株）暁工務店 0500 とび・土工・コンクリート 一

564 市本 （株）あぷろす 0500 とび・土工・コンクリート 一

1639 市本 石一工務店 0500 とび・土工・コンクリート 一

941 市本 伊藤建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

2279 市本 （株）猪田工務店 0500 とび・土工・コンクリート 一

841 市本 （株）植建 0500 とび・土工・コンクリート 一

75 市本 （株）小漆間工業 0500 とび・土工・コンクリート 一

960 市本 太田建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

379 市本 （株）大中組 0500 とび・土工・コンクリート 特

845 市本 （有）大西建設 0500 とび・土工・コンクリート 一

972 市本 （株）大橋工務店 0500 とび・土工・コンクリート 一

820 市本 奥儀建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

817 市本 （株）オクマコーポレーション 0500 とび・土工・コンクリート 特

1441 市本 奥村建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

2078 市本 OKSシステム（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

988 市本 加藤（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

931 市本 河合重機（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

958 市本 川重（株） 0300 大工 一

951 市本 近畿地水（株） 2000 機械器具設置 一

951 市本 近畿地水（株） 2400 さく井 一

1641 市本 （株）熊木共楽園 0500 とび・土工・コンクリート 一

1437 市本 （株）桑原工務店 0300 大工 特

2254 市本 圭伸建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

945 市本 （株）紅葉建設 0500 とび・土工・コンクリート 特

860 市本 コトブキ技建（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

864 市本 サイテック（株） 2700 消防施設 一

886 市本 （株）斉藤ポンプ工業 2700 消防施設 一

818 市本 サタ山善（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

819 市本 （株）澤工務店 0500 とび・土工・コンクリート 一

819 市本 （株）澤工務店 1900 内装仕上 特

949 市本 （株）三希土木 0500 とび・土工・コンクリート 一

940 市本 （有）杉和工業 0500 とび・土工・コンクリート 一

447 市本 （株）造園佐野 0500 とび・土工・コンクリート 一

846 市本 （株）泰建 0500 とび・土工・コンクリート 一

966 市本 （株）大橙社 0500 とび・土工・コンクリート 一

966 市本 （株）大橙社 1100 鋼構造物 一

1743 市本 （株）ツカサテック 0500 とび・土工・コンクリート 一

933 市本 佃建設 0500 とび・土工・コンクリート 一

823 市本 （株）テック・ムラオ 2000 機械器具設置 一

823 市本 （株）テック・ムラオ 2400 さく井 一

1442 市本 （株）日進 0500 とび・土工・コンクリート 一

936 市本 野田建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

849 市本 東山造園（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

897 市本 廣田建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

892 市本 藤森建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

市内本店（その他）
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コード 地域 業者名称 業種名称 許可

市内本店（その他）

576 市本 増樹園 0600 石 一

1742 市本 （株）松村工務店 0700 屋根 特

1344 市本 （有）マツヤマ 0500 とび・土工・コンクリート 一

1508 市本 （株）松山 0500 とび・土工・コンクリート 一

950 市本 丸喜建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

876 市本 水研工業（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

108 市本 （株）武藤造園 0500 とび・土工・コンクリート 一

2074 市本 （株）森茂興業 0500 とび・土工・コンクリート 一

1012 市本 森新建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

878 市本 （有）ユーテック 0500 とび・土工・コンクリート 一

944 市本 （有）吉健建設 0500 とび・土工・コンクリート 一

934 市本 吉澤建設 0500 とび・土工・コンクリート 一

975 市本 （株）和晃 2000 機械器具設置 一
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コード 地域 業者名称 業種名称 許可

520 市営 一圓テクノス（株）能登川営業所 0900 管 特

121 市営 （株）奥田工務店東近江支店 0100 土木一式 特

121 市営 （株）奥田工務店東近江支店 0200 建築一式 特

870 市営 三宝電機（株）滋賀営業所 0800 電気 特

544 市営 （有）須賀造園東近江支店 0100 土木一式 特

544 市営 （有）須賀造園東近江支店 2300 造園 特

544 市営 （有）須賀造園東近江支店 3100 交通安全施設（防護柵） 特

1271 市営 日本エンヂニヤ（株）滋賀営業所 0800 電気 特

1271 市営 日本エンヂニヤ（株）滋賀営業所 2000 機械器具設置 一

1271 市営 日本エンヂニヤ（株）滋賀営業所 2600 水道施設 一

1254 市営 松村建工（株）滋賀支店 1800 防水 一

535 市営 丸杉建設（株）東近江営業所 0100 土木一式 特

535 市営 丸杉建設（株）東近江営業所 1300 ほ装 特

626 市営 （株）ヤマタケ創建東近江支店 0200 建築一式 特

626 市営 （株）ヤマタケ創建東近江支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

626 市営 （株）ヤマタケ創建東近江支店 2805 解体 特

市内に営業所を有するもの
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コード 地域 業者名称 業種名称 許可

1631 県本 アークス（株） 0900 管 一

1631 県本 アークス（株） 2000 機械器具設置 一

1631 県本 アークス（株） 2600 水道施設 一

112 県本 ア・ア・ンコーポレーション（株） 0800 電気 特

112 県本 ア・ア・ンコーポレーション（株） 0900 管 特

112 県本 ア・ア・ンコーポレーション（株） 2000 機械器具設置 一

2189 県本 （株）アイアス 0100 土木一式 一

2189 県本 （株）アイアス 0500 とび・土工・コンクリート 一

2228 県本 （株）Aoiコーポレーション 0100 土木一式 一

2228 県本 （株）Aoiコーポレーション 2805 解体 一

629 県本 アオキテクノ（株） 0800 電気 特

629 県本 アオキテクノ（株） 2700 消防施設 一

335 県本 （株）秋村組 0100 土木一式 特

335 県本 （株）秋村組 0200 建築一式 特

335 県本 （株）秋村組 2600 水道施設 特

117 県本 アケボノ特機（株） 0800 電気 一

117 県本 アケボノ特機（株） 2200 電気通信 一

117 県本 アケボノ特機（株） 2700 消防施設 一

766 県本 浅原工業（株） 0100 土木一式 特

766 県本 浅原工業（株） 2400 さく井 一

766 県本 浅原工業（株） 2600 水道施設 特

2270 県本 （株）アシタカ 0800 電気 特

2270 県本 （株）アシタカ 2700 消防施設 一

1538 県本 （株）アスホ 0100 土木一式 特

1538 県本 （株）アスホ 1300 ほ装 特

1705 県本 （株）アズマ 0100 土木一式 特

1705 県本 （株）アズマ 1100 鋼構造物 特

382 県本 アマナエレン（株） 0800 電気 特

382 県本 アマナエレン（株） 0900 管 特

382 県本 アマナエレン（株） 2000 機械器具設置 一

1831 県本 （株）市原建機 0100 土木一式 特

1831 県本 （株）市原建機 0900 管 一

1831 県本 （株）市原建機 2600 水道施設 特

104 県本 （株）伊藤組 0200 建築一式 特

104 県本 （株）伊藤組 1900 内装仕上 特

104 県本 （株）伊藤組 2500 建具

2138 県本 （株）イトウ工業 2000 機械器具設置 一

1656 県本 稲葉工業（株） 1700 塗装 一

市外業者一覧（県内に本店を有するもの）
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コード 地域 業者名称 業種名称 許可

市外業者一覧（県内に本店を有するもの）

1656 県本 稲葉工業（株） 1800 防水 一

491 県本 （株）乾設備工業 0900 管 特

1539 県本 （株）井上工業 0100 土木一式 特

1539 県本 （株）井上工業 1300 ほ装 特

1539 県本 （株）井上工業 2600 水道施設 特

1577 県本 伊吹電業（株） 0800 電気 特

1577 県本 伊吹電業（株） 0900 管 特

1577 県本 伊吹電業（株） 2900 交通安全施設（電気） 特

496 県本 （株）今井工業 0100 土木一式 特

496 県本 （株）今井工業 0900 管 特

496 県本 （株）今井工業 2600 水道施設 特

380 県本 （株）岩崎工業所 0900 管 特

380 県本 （株）岩崎工業所 2000 機械器具設置 一

380 県本 （株）岩崎工業所 2400 さく井 一

1814 県本 植村電気工事（株） 0800 電気 一

1814 県本 植村電気工事（株） 2200 電気通信 一

1814 県本 植村電気工事（株） 2900 交通安全施設（電気） 一

407 県本 （株）内田組 0100 土木一式 特

407 県本 （株）内田組 0200 建築一式 特

407 県本 （株）内田組 0500 とび・土工・コンクリート 特

2132 県本 （株）ウメテツ建設 0100 土木一式 特

2132 県本 （株）ウメテツ建設 0200 建築一式 特

2132 県本 （株）ウメテツ建設 2600 水道施設 特

37 県本 愛知電機工業（株） 0800 電気 特

37 県本 愛知電機工業（株） 0900 管 特

37 県本 愛知電機工業（株） 2600 水道施設 一

101 県本 （株）エフアールピー産業 1700 塗装 一

101 県本 （株）エフアールピー産業 1800 防水 一

1154 県本 （株）エフォート 0100 土木一式 特

1154 県本 （株）エフォート 1300 ほ装 特

1843 県本 (有)近江しろあり 0200 建築一式 一

1843 県本 (有)近江しろあり 0300 大工 一

1843 県本 (有)近江しろあり 0500 とび・土工・コンクリート 一

418 県本 近江道路土木（株） 0100 土木一式 特

418 県本 近江道路土木（株） 1300 ほ装 特

1163 県本 近江花勝造園（株） 0100 土木一式 一

1163 県本 近江花勝造園（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

1163 県本 近江花勝造園（株） 2300 造園 一
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コード 地域 業者名称 業種名称 許可

市外業者一覧（県内に本店を有するもの）

2236 県本 （株）近江美研 0100 土木一式 特

2236 県本 （株）近江美研 0500 とび・土工・コンクリート 特

2236 県本 （株）近江美研 1400 しゅんせつ 特

596 県本 大崎設備工業（株） 0900 管 特

596 県本 大崎設備工業（株） 2000 機械器具設置 一

596 県本 大崎設備工業（株） 2600 水道施設 特

527 県本 オオサワ（株） 0100 土木一式 特

527 県本 オオサワ（株） 0200 建築一式 特

527 県本 オオサワ（株） 1300 ほ装 特

1697 県本 （株）大塚工務店 0200 建築一式 特

1697 県本 （株）大塚工務店 1800 防水 特

1697 県本 （株）大塚工務店 2805 解体 特

34 県本 大橋電設（株） 0800 電気 特

34 県本 大橋電設（株） 2200 電気通信 一

34 県本 大橋電設（株） 2900 交通安全施設（電気） 特

554 県本 （有）オーミ交安施設 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

554 県本 （有）オーミ交安施設 3100 交通安全施設（防護柵） 一

79 県本 （株）大山建設 0100 土木一式 特

79 県本 （株）大山建設 0200 建築一式 特

79 県本 （株）大山建設 1300 ほ装 特

587 県本 大輪建設（株） 0200 建築一式 特

107 県本 岡鑿泉工業所 2000 機械器具設置 一

107 県本 岡鑿泉工業所 2400 さく井 一

1901 県本 岡本アルミ建材（株） 0200 建築一式 一

1901 県本 岡本アルミ建材（株） 1600 ガラス 一

1901 県本 岡本アルミ建材（株） 2500 建具 一

1380 県本 奥村管工（株） 0100 土木一式 特

1380 県本 奥村管工（株） 0900 管 特

1380 県本 奥村管工（株） 2600 水道施設 特

987 県本 （株）奥村設備 0100 土木一式 特

987 県本 （株）奥村設備 0900 管 特

987 県本 （株）奥村設備 2600 水道施設 特

428 県本 奥山防災（株） 2700 消防施設 一

1459 県本 オックステック（株） 2900 交通安全施設（電気） 一

1927 県本 （株）加藤建設工業 0100 土木一式 特

1927 県本 （株）加藤建設工業 1100 鋼構造物 特

1927 県本 （株）加藤建設工業 2600 水道施設 特

494 県本 （株）金岡建設 0100 土木一式 特
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コード 地域 業者名称 業種名称 許可

市外業者一覧（県内に本店を有するもの）

494 県本 （株）金岡建設 1300 ほ装 特

494 県本 （株）金岡建設 2805 解体 特

2051 県本 （株）金子工務店 0100 土木一式 特

2051 県本 （株）金子工務店 0500 とび・土工・コンクリート 特

2051 県本 （株）金子工務店 1300 ほ装 特

2187 県本 金﨑産業（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

2187 県本 金﨑産業（株） 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

2187 県本 金﨑産業（株） 3100 交通安全施設（防護柵） 一

462 県本 金利水電（株） 0100 土木一式 一

462 県本 金利水電（株） 0800 電気 一

462 県本 金利水電（株） 0900 管 一

2226 県本 (有)亀井造園 0100 土木一式 一

2226 県本 (有)亀井造園 0500 とび・土工・コンクリート 一

2226 県本 (有)亀井造園 2300 造園 一

12 県本 川一電機（株） 0800 電気 特

12 県本 川一電機（株） 2200 電気通信 一

12 県本 川一電機（株） 2900 交通安全施設（電気） 特

1910 県本 河口電気工業（株） 0800 電気 特

1910 県本 河口電気工業（株） 0900 管 特

1910 県本 河口電気工業（株） 2900 交通安全施設（電気） 特

1839 県本 （株）カワセコーポレーション 0800 電気 特

495 県本 川瀬産商（株） 0900 管 特

495 県本 川瀬産商（株） 2700 消防施設 一

499 県本 （株）かんき建設 0200 建築一式 特

499 県本 （株）かんき建設 1800 防水 特

2223 県本 関西産業（株） 2000 機械器具設置 一

2041 県本 （株）関西シーケンス管理 0800 電気 一

2041 県本 （株）関西シーケンス管理 0900 管 一

1908 県本 関西住設（株） 0800 電気 一

1908 県本 関西住設（株） 0900 管 特

1908 県本 関西住設（株） 2600 水道施設 特

62 県本 関西設備工業（株） 0100 土木一式 特

62 県本 関西設備工業（株） 0900 管 特

62 県本 関西設備工業（株） 2600 水道施設 特

1358 県本 （株）関西ライン 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

1358 県本 （株）関西ライン 3100 交通安全施設（防護柵） 一

1710 県本 喜多嘉和（株） 0100 土木一式 一

1710 県本 喜多嘉和（株） 0900 管 一
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コード 地域 業者名称 業種名称 許可

市外業者一覧（県内に本店を有するもの）

1710 県本 喜多嘉和（株） 2000 機械器具設置 一

1447 県本 北川産業（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

1447 県本 北川産業（株） 0900 管 特

1447 県本 北川産業（株） 2000 機械器具設置 一

439 県本 （株）北中工業 0900 管 特

439 県本 （株）北中工業 2600 水道施設 特

439 県本 （株）北中工業 2700 消防施設 一

97 県本 （株）木谷実業 1700 塗装 一

97 県本 （株）木谷実業 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

97 県本 （株）木谷実業 3100 交通安全施設（防護柵） 一

89 県本 キノンビクス（株） 0800 電気 特

89 県本 キノンビクス（株） 2200 電気通信 特

89 県本 キノンビクス（株） 2700 消防施設 一

2234 県本 （株）キャムズ 0100 土木一式 一

2234 県本 （株）キャムズ 0500 とび・土工・コンクリート 一

2234 県本 （株）キャムズ 1700 塗装 一

35 県本 京都建物辻正（株） 0100 土木一式 特

35 県本 京都建物辻正（株） 0200 建築一式 特

35 県本 京都建物辻正（株） 2805 解体 特

377 県本 近畿ニチレキ工事（株） 0100 土木一式 特

377 県本 近畿ニチレキ工事（株） 1300 ほ装 特

377 県本 近畿ニチレキ工事（株） 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 特

44 県本 （株）クスケン 0200 建築一式 特

44 県本 （株）クスケン 1700 塗装 特

44 県本 （株）クスケン 1800 防水 特

556 県本 熊谷電工（株） 0200 建築一式 特

556 県本 熊谷電工（株） 0800 電気 特

556 県本 熊谷電工（株） 0900 管 一

456 県本 （株）グループ北口 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

456 県本 （株）グループ北口 3100 交通安全施設（防護柵） 一

500 県本 （株）桑原組 0100 土木一式 特

500 県本 （株）桑原組 0200 建築一式 特

500 県本 （株）桑原組 1300 ほ装 特

2039 県本 （株）ケイエス 2900 交通安全施設（電気） 一

2039 県本 （株）ケイエス 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

2039 県本 （株）ケイエス 3100 交通安全施設（防護柵） 一

2004 県本 ケイエンジニアリング（株） 0800 電気 一

2004 県本 ケイエンジニアリング（株） 2000 機械器具設置 一
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コード 地域 業者名称 業種名称 許可

市外業者一覧（県内に本店を有するもの）

2093 県本 （株）京津商会 2700 消防施設 一

2139 県本 ケイズ 3100 交通安全施設（防護柵） 一

397 県本 （株）ケイテック 0800 電気 特

397 県本 （株）ケイテック 0900 管 特

397 県本 （株）ケイテック 2200 電気通信 一

1713 県本 甲賀電気設備（株） 0100 土木一式 特

1713 県本 甲賀電気設備（株） 0800 電気 特

1713 県本 甲賀電気設備（株） 0900 管 特

422 県本 興武電設（株） 0800 電気 特

422 県本 興武電設（株） 0900 管 一

422 県本 興武電設（株） 2200 電気通信 一

466 県本 （株）髙陽建設 0100 土木一式 特

466 県本 （株）髙陽建設 0500 とび・土工・コンクリート 特

466 県本 （株）髙陽建設 1300 ほ装 特

1202 県本 （株）国領設備 0100 土木一式 特

1202 県本 （株）国領設備 0900 管 特

1202 県本 （株）国領設備 2600 水道施設 特

1122 県本 （株）コテラ 0100 土木一式 一

1122 県本 （株）コテラ 0500 とび・土工・コンクリート 一

1122 県本 （株）コテラ 0900 管 一

1281 県本 （株）湖東工業所 0900 管 特

1947 県本 （株）コバヤシ 0200 建築一式 一

1947 県本 （株）コバヤシ 1700 塗装 一

1201 県本 駒井電気工事（株） 0800 電気 特

1201 県本 駒井電気工事（株） 2200 電気通信 一

1201 県本 駒井電気工事（株） 2900 交通安全施設（電気）

2036 県本 （株）材信工務店 0200 建築一式 特

2036 県本 （株）材信工務店 1800 防水 特

2036 県本 （株）材信工務店 2805 解体 特

114 県本 （株）材光工務店 0200 建築一式 特

114 県本 （株）材光工務店 0500 とび・土工・コンクリート 特

114 県本 （株）材光工務店 2805 解体 特

110 県本 （株）笹川組 0100 土木一式 特

110 県本 （株）笹川組 0200 建築一式 特

110 県本 （株）笹川組 1900 内装仕上 特

1460 県本 佐山水道工業（株） 0100 土木一式 特

1460 県本 佐山水道工業（株） 0900 管 特

1460 県本 佐山水道工業（株） 2600 水道施設 特
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370 県本 （株）沢井建設 0100 土木一式 特

370 県本 （株）沢井建設 0500 とび・土工・コンクリート 特

370 県本 （株）沢井建設 1300 ほ装 特

440 県本 （株）澤村 0100 土木一式 特

440 県本 （株）澤村 0200 建築一式 特

1056 県本 （有）サンエム商会 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

1056 県本 （有）サンエム商会 3100 交通安全施設（防護柵） 一

589 県本 （有）サンキ技建 1700 塗装 一

589 県本 （有）サンキ技建 1800 防水 一

1356 県本 （株）山協 0100 土木一式 特

1356 県本 （株）山協 0900 管 特

1356 県本 （株）山協 2600 水道施設 特

391 県本 （株）産建 0100 土木一式 特

391 県本 （株）産建 1300 ほ装 特

391 県本 （株）産建 2600 水道施設 特

1209 県本 三光（株） 0100 土木一式 特

1209 県本 三光（株） 0200 建築一式 特

1209 県本 三光（株） 1300 ほ装 特

39 県本 （株）さんでん 0800 電気 特

39 県本 （株）さんでん 0900 管 特

39 県本 （株）さんでん 2900 交通安全施設（電気） 特

545 県本 （株）三東工業社 0100 土木一式 特

545 県本 （株）三東工業社 0200 建築一式 特

545 県本 （株）三東工業社 1300 ほ装 特

826 県本 三友工業（株） 1100 鋼構造物 特

826 県本 三友工業（株） 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 特

826 県本 三友工業（株） 3100 交通安全施設（防護柵） 特

458 県本 三陽建設（株） 0100 土木一式 特

458 県本 三陽建設（株） 0200 建築一式 特

2046 県本 ジェイテック（株） 0100 土木一式 特

2046 県本 ジェイテック（株） 1100 鋼構造物 特

2046 県本 ジェイテック（株） 1700 塗装 特

557 県本 （有）しがエレテック 0800 電気 一

557 県本 （有）しがエレテック 2700 消防施設 一

604 県本 滋賀工業（株） 2000 機械器具設置 一

604 県本 滋賀工業（株） 2600 水道施設 特

2267 県本 （有）滋賀工業サービス 0100 土木一式 一

2267 県本 （有）滋賀工業サービス 2000 機械器具設置 一
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2267 県本 （有）滋賀工業サービス 2600 水道施設 一

2196 県本 滋賀コンクリートエンジニアリング（株） 1700 塗装 一

2196 県本 滋賀コンクリートエンジニアリング（株） 1800 防水 一

513 県本 滋賀ジスロン（株） 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

513 県本 滋賀ジスロン（株） 3100 交通安全施設（防護柵） 一

396 県本 （株）滋賀商事 0900 管 一

396 県本 （株）滋賀商事 1100 鋼構造物 一

396 県本 （株）滋賀商事 2000 機械器具設置 一

123 県本 滋賀大和電設工業（株） 0800 電気 一

123 県本 滋賀大和電設工業（株） 2200 電気通信 一

550 県本 滋賀電業（株） 0800 電気 一

550 県本 滋賀電業（株） 2200 電気通信 一

550 県本 滋賀電業（株） 2900 交通安全施設（電気） 一

82 県本 （株）滋賀ポンプ 2000 機械器具設置 特

82 県本 （株）滋賀ポンプ 2400 さく井 一

82 県本 （株）滋賀ポンプ 2600 水道施設 特

1827 県本 （株）重田組 0100 土木一式 特

1827 県本 （株）重田組 0500 とび・土工・コンクリート 特

1827 県本 （株）重田組 1300 ほ装 特

581 県本 （株）七福建設 0900 管 特

581 県本 （株）七福建設 2805 解体 特

592 県本 （株）清水合金製作所 2000 機械器具設置 一

42 県本 （株）昭建 0100 土木一式 特

42 県本 （株）昭建 1300 ほ装 特

531 県本 （株）定豊 0100 土木一式 特

531 県本 （株）定豊 1300 ほ装 特

531 県本 （株）定豊 2805 解体 特

378 県本 （株）シンコウ安全 1100 鋼構造物 一

378 県本 （株）シンコウ安全 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 特

378 県本 （株）シンコウ安全 3100 交通安全施設（防護柵） 一

1452 県本 新洋建設（株） 0100 土木一式 特

1452 県本 新洋建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

1452 県本 新洋建設（株） 1300 ほ装 特

56 県本 杉橋建設（株） 0100 土木一式 特

56 県本 杉橋建設（株） 0200 建築一式 特

56 県本 杉橋建設（株） 1300 ほ装 特

590 県本 （株）スギモト 1700 塗装 一

590 県本 （株）スギモト 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一
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590 県本 （株）スギモト 3100 交通安全施設（防護柵） 一

1368 県本 杉本工業（株） 0100 土木一式 特

1368 県本 杉本工業（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

1368 県本 杉本工業（株） 1300 ほ装 特

2182 県本 （株）鈴木古建築 0200 建築一式 一

1946 県本 （株）スペック 0800 電気 一

1946 県本 （株）スペック 0900 管 一

1946 県本 （株）スペック 2000 機械器具設置 一

2199 県本 （株）セイコーエレクトリック 0800 電気 特

2199 県本 （株）セイコーエレクトリック 2200 電気通信 一

2222 県本 （株）セイワ 0100 土木一式 一

2222 県本 （株）セイワ 1100 鋼構造物 一

1690 県本 （株）千商 0100 土木一式 特

1690 県本 （株）千商 0200 建築一式 特

1690 県本 （株）千商 1300 ほ装 特

2035 県本 （株）颯栄工業 2000 機械器具設置 一

1836 県本 大栄テクノ（株） 0200 建築一式 特

1711 県本 大栄土木（株） 0100 土木一式 特

1711 県本 大栄土木（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

2137 県本 （株）ダイエー工業 0500 とび・土工・コンクリート 一

2137 県本 （株）ダイエー工業 2805 解体 一

1854 県本 大輝建設（株） 0200 建築一式 特

1854 県本 大輝建設（株） 2805 解体 特

1277 県本 （株）大翔 0100 土木一式 特

1277 県本 （株）大翔 0500 とび・土工・コンクリート 特

2104 県本 大晶電気（株） 0800 電気 特

899 県本 （株）ダイシン工芸 0300 大工 一

899 県本 （株）ダイシン工芸 1800 防水 一

1455 県本 （有）タイセイ 0100 土木一式 一

1455 県本 （有）タイセイ 0500 とび・土工・コンクリート 一

759 県本 大宝柊木（株） 0100 土木一式 特

759 県本 大宝柊木（株） 0200 建築一式 特

8 県本 太陽技建（株） 1100 鋼構造物 特

8 県本 太陽技建（株） 2000 機械器具設置 一

8 県本 太陽技建（株） 2600 水道施設 特

490 県本 太陽舗道（株） 0100 土木一式 特

490 県本 太陽舗道（株） 1300 ほ装 特

40 県本 （株）髙木造園 0100 土木一式 特
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40 県本 （株）髙木造園 0600 石 特

40 県本 （株）髙木造園 2300 造園 特

115 県本 高島鉱建（株） 0100 土木一式 特

115 県本 高島鉱建（株） 0200 建築一式 特

115 県本 高島鉱建（株） 1300 ほ装 特

1261 県本 （有）高山さく泉工業 0900 管 一

1261 県本 （有）高山さく泉工業 2400 さく井 一

454 県本 たち建設（株） 0100 土木一式 特

454 県本 たち建設（株） 0200 建築一式 特

454 県本 たち建設（株） 1300 ほ装 特

1379 県本 たちばな建設（株） 0200 建築一式 特

1379 県本 たちばな建設（株） 1800 防水 特

1379 県本 たちばな建設（株） 2805 解体 特

512 県本 （株）田附工務店 0200 建築一式 一

512 県本 （株）田附工務店 0500 とび・土工・コンクリート 一

512 県本 （株）田附工務店 1900 内装仕上 一

1628 県本 （有）タツミ企画 1700 塗装 一

1628 県本 （有）タツミ企画 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

1628 県本 （有）タツミ企画 3100 交通安全施設（防護柵） 一

415 県本 たつみ計装（株） 0800 電気 一

1453 県本 田中シビルテック（株） 0100 土木一式 特

1453 県本 田中シビルテック（株） 1100 鋼構造物 特

473 県本 （株）田中水道 0900 管 特

473 県本 （株）田中水道 2600 水道施設 特

473 県本 （株）田中水道 2700 消防施設 一

477 県本 谷庄建設（株） 0100 土木一式 特

477 県本 谷庄建設（株） 1300 ほ装 特

1844 県本 （株）司機工 0900 管 一

1844 県本 （株）司機工 2000 機械器具設置 一

1832 県本 （株）辻コーポレーション 0100 土木一式 特

1832 県本 （株）辻コーポレーション 0500 とび・土工・コンクリート 特

1832 県本 （株）辻コーポレーション 1300 ほ装 特

518 県本 辻寅建設（株） 0100 土木一式 特

518 県本 辻寅建設（株） 0200 建築一式 特

518 県本 辻寅建設（株） 1300 ほ装 特

1272 県本 （株）堤建設 0100 土木一式 特

1272 県本 （株）堤建設 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 特

1272 県本 （株）堤建設 3100 交通安全施設（防護柵） 特
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2257 県本 ＴＤＳ（株） 0800 電気 一

2257 県本 ＴＤＳ（株） 0900 管 一

2257 県本 ＴＤＳ（株） 2200 電気通信 一

1461 県本 （株）テクノミツボシ 0800 電気 特

1461 県本 （株）テクノミツボシ 0900 管 特

1461 県本 （株）テクノミツボシ 2600 水道施設 特

1092 県本 （株）テック・ウメモト 0800 電気 一

1092 県本 （株）テック・ウメモト 0900 管 一

1092 県本 （株）テック・ウメモト 2600 水道施設 一

33 県本 東洋建設（株） 0100 土木一式 一

33 県本 東洋建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

33 県本 東洋建設（株） 2805 解体 一

2133 県本 東洋ヘッジ（株） 0100 土木一式 特

2133 県本 東洋ヘッジ（株） 1100 鋼構造物 特

2133 県本 東洋ヘッジ（株） 1300 ほ装

1696 県本 鳥羽建設（株） 0100 土木一式 特

1696 県本 鳥羽建設（株） 1100 鋼構造物 特

1696 県本 鳥羽建設（株） 1700 塗装 特

1055 県本 （有）富永重建 0100 土木一式 一

1055 県本 （有）富永重建 0500 とび・土工・コンクリート 一

15 県本 （株）中島電業所 0800 電気 特

15 県本 （株）中島電業所 2200 電気通信 一

15 県本 （株）中島電業所 2700 消防施設 一

475 県本 長住建設（株） 0200 建築一式 特

1269 県本 （株）ナカテック 0800 電気 一

1269 県本 （株）ナカテック 0900 管 一

1269 県本 （株）ナカテック 2000 機械器具設置 一

509 県本 中西建設（株） 0100 土木一式 特

509 県本 中西建設（株） 1300 ほ装 特

2091 県本 ナカマサ建設 2000 機械器具設置 一

1752 県本 （株）ナショナルメンテナンス 0800 電気 一

1127 県本 （株）ナユタ 2200 電気通信 一

1193 県本 （株）ニシオカ 1700 塗装 一

1193 県本 （株）ニシオカ 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

1193 県本 （株）ニシオカ 3100 交通安全施設（防護柵） 一

1759 県本 西川電工（株） 0800 電気 一

1759 県本 西川電工（株） 0900 管 一

1759 県本 西川電工（株） 2900 交通安全施設（電気） 一
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1450 県本 （株）西澤工務店 0200 建築一式 特

1450 県本 （株）西澤工務店 0300 大工 特

386 県本 西村建設（株） 0100 土木一式 特

386 県本 西村建設（株） 0200 建築一式 特

386 県本 西村建設（株） 1300 ほ装 特

455 県本 西村造園土木（株） 0100 土木一式 特

455 県本 西村造園土木（株） 2300 造園 特

1634 県本 （株）日建 0100 土木一式 特

1634 県本 （株）日建 0200 建築一式 特

1634 県本 （株）日建 1300 ほ装 特

610 県本 （株）日新設備 0100 土木一式 特

610 県本 （株）日新設備 0900 管 特

610 県本 （株）日新設備 2600 水道施設 特

1702 県本 （株）ノセヨ 0800 電気 特

1702 県本 （株）ノセヨ 0900 管 特

1702 県本 （株）ノセヨ 2200 電気通信 特

2221 県本 (有)野田 0200 建築一式 一

2221 県本 (有)野田 0500 とび・土工・コンクリート 一

2221 県本 (有)野田 0700 屋根 一

1454 県本 法面プロテクト（株） 0100 土木一式 特

1454 県本 法面プロテクト（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

2090 県本 （株）萩原建設 0100 土木一式

2090 県本 （株）萩原建設 2300 造園 特

31 県本 （株）橋本建設 0100 土木一式 特

31 県本 （株）橋本建設 1300 ほ装 特

31 県本 （株）橋本建設 2300 造園 特

450 県本 八田建設（株） 0100 土木一式 特

450 県本 八田建設（株） 0200 建築一式 特

450 県本 八田建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

2217 県本 （株）浜野工務店 0200 建築一式 特

2217 県本 （株）浜野工務店 2805 解体 特

1626 県本 （株）ＢＫＣ 0100 土木一式 一

1626 県本 （株）ＢＫＣ 1300 ほ装 一

1626 県本 （株）ＢＫＣ 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

1694 県本 （株）東沢組 0100 土木一式 特

1694 県本 （株）東沢組 0500 とび・土工・コンクリート 特

1694 県本 （株）東沢組 1300 ほ装 特

2220 県本 (有)光商店 0200 建築一式 一
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2220 県本 (有)光商店 0700 屋根 一

2220 県本 (有)光商店 0900 管 一

1580 県本 光舗道建設（株） 0100 土木一式 特

1580 県本 光舗道建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

1580 県本 光舗道建設（株） 1300 ほ装 特

541 県本 彦根鑿泉（株） 0900 管 一

541 県本 彦根鑿泉（株） 2000 機械器具設置 一

541 県本 彦根鑿泉（株） 2400 さく井 一

2240 県本 （有）彦根塗装 0200 建築一式 一

2240 県本 （有）彦根塗装 1700 塗装 一

18 県本 （株）日吉 0100 土木一式 特

18 県本 （株）日吉 0500 とび・土工・コンクリート 特

18 県本 （株）日吉 0900 管 一

1658 県本 （株）ヒロセ 0100 土木一式 一

1658 県本 （株）ヒロセ 0900 管 一

1658 県本 （株）ヒロセ 2000 機械器具設置 一

1213 県本 （株）びわ建設 0100 土木一式 特

1213 県本 （株）びわ建設 1300 ほ装 特

1213 県本 （株）びわ建設 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 特

49 県本 福井電気工業（株） 0800 電気 特

49 県本 福井電気工業（株） 0900 管 一

400 県本 福永産業（株） 1700 塗装 一

400 県本 福永産業（株） 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

400 県本 福永産業（株） 3100 交通安全施設（防護柵） 一

585 県本 （株）福本設備 0100 土木一式 特

585 県本 （株）福本設備 0900 管 特

585 県本 （株）福本設備 2600 水道施設 特

1362 県本 （株）フクヤマ電設 0800 電気 一

901 県本 フジイインファニット（株） 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

901 県本 フジイインファニット（株） 3100 交通安全施設（防護柵） 一

1701 県本 （株）藤尾設備工業所 0900 管 特

1701 県本 （株）藤尾設備工業所 2600 水道施設 特

1701 県本 （株）藤尾設備工業所 2700 消防施設 一

1190 県本 藤川緑建（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

1190 県本 藤川緑建（株） 2300 造園 特

99 県本 （株）フジサワ建設 0100 土木一式 特

99 県本 （株）フジサワ建設 0200 建築一式 特

99 県本 （株）フジサワ建設 0500 とび・土工・コンクリート 特
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113 県本 （株）藤田工務店 0200 建築一式 特

2094 県本 不二電設工業（株） 0800 電気 一

2094 県本 不二電設工業（株） 2700 消防施設 一

1826 県本 （株）扶桑建設 0100 土木一式 一

1826 県本 （株）扶桑建設 0500 とび・土工・コンクリート 一

1826 県本 （株）扶桑建設 1300 ほ装 一

367 県本 双葉建設（株） 0100 土木一式 特

367 県本 双葉建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

367 県本 双葉建設（株） 2400 さく井 一

530 県本 （株）宝山園 0100 土木一式 特

530 県本 （株）宝山園 2300 造園 特

484 県本 （有）マキノ製作所 0500 とび・土工・コンクリート 一

484 県本 （有）マキノ製作所 2300 造園 一

1700 県本 松井工業（株） 0200 建築一式 特

1700 県本 松井工業（株） 1900 内装仕上 特

534 県本 （株）松浦組 0100 土木一式 特

534 県本 （株）松浦組 1300 ほ装 特

534 県本 （株）松浦組 2805 解体 特

1651 県本 松山産業（株） 0200 建築一式 特

1651 県本 松山産業（株） 0700 屋根 一

1651 県本 松山産業（株） 1900 内装仕上 特

1206 県本 マルイチエンジニアリング（株） 0800 電気 特

1699 県本 丸橋建設（株） 0100 土木一式 特

1699 県本 丸橋建設（株） 1300 ほ装 特

1284 県本 （株）丸屋建設 0100 土木一式 特

1284 県本 （株）丸屋建設 0200 建築一式 特

599 県本 マルヤ工業（株） 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

599 県本 マルヤ工業（株） 3100 交通安全施設（防護柵） 一

569 県本 （株）マルヤマ 0100 土木一式 特

569 県本 （株）マルヤマ 0200 建築一式 特

569 県本 （株）マルヤマ 2805 解体 特

1751 県本 丸山建設（株） 0100 土木一式 特

1751 県本 丸山建設（株） 1300 ほ装 特

1464 県本 三国工業（株） 0100 土木一式 特

1464 県本 三国工業（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

1464 県本 三国工業（株） 1300 ほ装 特

1652 県本 （有）南出組 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

1652 県本 （有）南出組 3100 交通安全施設（防護柵） 一
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1363 県本 ミノベ建設（株） 0200 建築一式 特

443 県本 美松電気（株） 0800 電気 特

443 県本 美松電気（株） 0900 管 特

443 県本 美松電気（株） 2600 水道施設 特

517 県本 （株）三村造園 0100 土木一式 一

517 県本 （株）三村造園 2300 造園 一

2238 県本 （株）雅コーポレーション 0100 土木一式 特

2238 県本 （株）雅コーポレーション 1300 ほ装 特

2238 県本 （株）雅コーポレーション 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 特

1655 県本 村岡通信建設（株） 0800 電気 一

1655 県本 村岡通信建設（株） 2200 電気通信 一

588 県本 （株）ムラカミ 0200 建築一式 一

588 県本 （株）ムラカミ 1700 塗装 一

588 県本 （株）ムラカミ 1800 防水 一

474 県本 （株）メイコウ 1700 塗装 一

474 県本 （株）メイコウ 1800 防水 一

134 県本 （株）明豊建設 0100 土木一式 特

134 県本 （株）明豊建設 1300 ほ装 特

134 県本 （株）明豊建設 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 特

763 県本 明豊ライン（株） 1300 ほ装 一

763 県本 明豊ライン（株） 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

1140 県本 （株）メンテナンスセンター 0800 電気 一

1140 県本 （株）メンテナンスセンター 0900 管 一

1140 県本 （株）メンテナンスセンター 2700 消防施設 一

1203 県本 （株）森音 0100 土木一式 特

1203 県本 （株）森音 1300 ほ装 特

1203 県本 （株）森音 2805 解体 特

129 県本 森秀電設（株） 0100 土木一式 特

129 県本 森秀電設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

129 県本 森秀電設（株） 1300 ほ装 特

1633 県本 （有）門野造園 0100 土木一式 一

1633 県本 （有）門野造園 0500 とび・土工・コンクリート 一

1633 県本 （有）門野造園 2300 造園 一

1760 県本 （株）安田組 0100 土木一式 特

1760 県本 （株）安田組 0500 とび・土工・コンクリート 特

1760 県本 （株）安田組 1300 ほ装 特

948 県本 山甚建設（株） 0100 土木一式 特

948 県本 山甚建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特
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948 県本 山甚建設（株） 1300 ほ装 特

74 県本 山中電工（株） 0800 電気 特

74 県本 山中電工（株） 2900 交通安全施設（電気） 特

1644 県本 （有）山村組 0100 土木一式 特

1644 県本 （有）山村組 0500 とび・土工・コンクリート 特

1644 県本 （有）山村組 1300 ほ装

11 県本 （株）ヤマモト 1700 塗装 一

11 県本 （株）ヤマモト 1800 防水 一

553 県本 （株）山本管工 0900 管 特

553 県本 （株）山本管工 2600 水道施設 特

553 県本 （株）山本管工 2700 消防施設 一

2136 県本 ユメテック（株） 0100 土木一式 一

2136 県本 ユメテック（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

506 県本 （株）吉仁園 0100 土木一式 特

506 県本 （株）吉仁園 0500 とび・土工・コンクリート 特

506 県本 （株）吉仁園 2300 造園 特

1632 県本 （株）吉野組 0100 土木一式 特

1632 県本 （株）吉野組 1300 ほ装 特

1632 県本 （株）吉野組 2805 解体 特

1767 県本 （株）リーグスセイワ 0100 土木一式 特

1767 県本 （株）リーグスセイワ 1100 鋼構造物 特

1767 県本 （株）リーグスセイワ 1300 ほ装 特

1717 県本 （有）竜王興産 0100 土木一式 特

1717 県本 （有）竜王興産 2600 水道施設 特

1717 県本 （有）竜王興産 2805 解体 特
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251 県営 青木あすなろ建設（株）京滋営業所 0100 土木一式 特

251 県営 青木あすなろ建設（株）京滋営業所 0200 建築一式 特

251 県営 青木あすなろ建設（株）京滋営業所 2600 水道施設 特

1601 県営 朝日電気工業（株）滋賀営業所 2200 電気通信 特

2103 県営 浅海電気（株）滋賀営業所 0800 電気 特

240 県営 （株）安部日鋼工業滋賀営業所 0100 土木一式 特

240 県営 （株）安部日鋼工業滋賀営業所 1700 塗装 特

240 県営 （株）安部日鋼工業滋賀営業所 2600 水道施設 特

1469 県営 イワキ・モリタニ電工（株）滋賀営業所 0800 電気 特

1469 県営 イワキ・モリタニ電工（株）滋賀営業所 2000 機械器具設置 特

1469 県営 イワキ・モリタニ電工（株）滋賀営業所 2600 水道施設 特

1851 県営 ＮＥＣフィールディング（株）大津営業所 0800 電気 特

1851 県営 ＮＥＣフィールディング（株）大津営業所 2200 電気通信 一

1300 県営 （株）奥村組京滋営業所 0100 土木一式 特

1300 県営 （株）奥村組京滋営業所 0200 建築一式 特

1300 県営 （株）奥村組京滋営業所 2600 水道施設 特

96 県営 オリエンタル白石（株）滋賀営業所 0100 土木一式 特

96 県営 オリエンタル白石（株）滋賀営業所 1100 鋼構造物 特

96 県営 オリエンタル白石（株）滋賀営業所 2600 水道施設 特

1581 県営 オリックス・ファシリティーズ（株）滋賀支店 0800 電気 特

1581 県営 オリックス・ファシリティーズ（株）滋賀支店 0900 管 特

1581 県営 オリックス・ファシリティーズ（株）滋賀支店 2700 消防施設 一

1519 県営 （株）カナデン京滋支店 0800 電気 特

1153 県営 環境テクノス（株）滋賀支店 0100 土木一式 特

1153 県営 環境テクノス（株）滋賀支店 1400 しゅんせつ 一

1153 県営 環境テクノス（株）滋賀支店 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

64 県営 （株）関西電業社滋賀支店 0800 電気 特

762 県営 （株）かんでんエンジニアリング滋賀支店 0800 電気 特

762 県営 （株）かんでんエンジニアリング滋賀支店 2200 電気通信 特

471 県営 岐建（株）滋賀支店 0100 土木一式 特

471 県営 岐建（株）滋賀支店 0200 建築一式 特

471 県営 岐建（株）滋賀支店 1300 ほ装 特

1143 県営 社寺建築・（株）　木澤工務店滋賀営業所 0200 建築一式 特

1279 県営 （株）吉勝重建滋賀支店 0100 土木一式 特

1279 県営 （株）吉勝重建滋賀支店 1700 塗装 特

1279 県営 （株）吉勝重建滋賀支店 2805 解体 特

438 県営 協和テクノロジィズ（株）滋賀事業所 2200 電気通信 特

896 県営 （株）きんでん滋賀支店 0100 土木一式 特

896 県営 （株）きんでん滋賀支店 0800 電気 特

896 県営 （株）きんでん滋賀支店 2200 電気通信 特

48 県営 栗原工業（株）滋賀営業所 0800 電気 特

1285 県営 京阪園芸（株）大津支店 0100 土木一式 特

1285 県営 京阪園芸（株）大津支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

1285 県営 京阪園芸（株）大津支店 2300 造園 特

77 県営 （株）興亜滋賀支社 0700 屋根 一

77 県営 （株）興亜滋賀支社 1700 塗装 一

77 県営 （株）興亜滋賀支社 1800 防水 一

1524 県営 光洋（株）京滋営業所 0900 管 一

1524 県営 光洋（株）京滋営業所 2000 機械器具設置 一

市外業者一覧（県内に営業所を有するもの）
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647 県営 三和シヤッター工業（株）彦根営業所 1900 内装仕上 一

647 県営 三和シヤッター工業（株）彦根営業所 2500 建具 一

1290 県営 三和電気工業（株）滋賀支店 0800 電気 特

1290 県営 三和電気工業（株）滋賀支店 2900 交通安全施設（電気） 特

126 県営 須賀工業（株）滋賀支店 0900 管 特

2102 県営 住友電設（株）滋賀営業所 0800 電気 特

404 県営 西武建設（株）京滋営業所 0100 土木一式 特

404 県営 西武建設（株）京滋営業所 0200 建築一式 特

404 県営 西武建設（株）京滋営業所 2600 水道施設 特

1847 県営 積水ハウス（株）彦根支店 0200 建築一式 特

1477 県営 綜合警備保障（株）滋賀支社 2200 電気通信 一

1477 県営 綜合警備保障（株）滋賀支社 2700 消防施設 一

420 県営 大成温調（株）滋賀営業所 0900 管 特

410 県営 大鉄工業（株）滋賀営業所 0100 土木一式 特

410 県営 大鉄工業（株）滋賀営業所 0200 建築一式 特

1754 県営 大豊建設（株）滋賀営業所 0100 土木一式 特

1754 県営 大豊建設（株）滋賀営業所 0200 建築一式 特

1754 県営 大豊建設（株）滋賀営業所 2600 水道施設 特

127 県営 大和電設工業（株）滋賀支店 0800 電気 特

127 県営 大和電設工業（株）滋賀支店 2200 電気通信 特

523 県営 大和リース（株）滋賀支店 0200 建築一式 特

19 県営 （株）竹中土木滋賀営業所 0100 土木一式 特

19 県営 （株）竹中土木滋賀営業所 0200 建築一式 特

19 県営 （株）竹中土木滋賀営業所 2600 水道施設 特

1565 県営 タニコー（株）滋賀営業所 0900 管 一

614 県営 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）滋賀営業所 0100 土木一式 特

614 県営 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）滋賀営業所 0200 建築一式 特

614 県営 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）滋賀営業所 1300 ほ装 特

1703 県営 （株）テクノ菱和滋賀営業所 0900 管 特

1265 県営 東亜道路工業（株）京滋営業所 0100 土木一式 特

1265 県営 東亜道路工業（株）京滋営業所 1300 ほ装 特

1265 県営 東亜道路工業（株）京滋営業所 2300 造園 特

425 県営 東海電設（株）滋賀支社 0800 電気 特

425 県営 東海電設（株）滋賀支社 2200 電気通信 一

425 県営 東海電設（株）滋賀支社 2700 消防施設 一

881 県営 東邦電気産業（株）野洲営業所 0800 電気 特

1471 県営 東レ建設（株）京滋支店 0200 建築一式 特

1546 県営 常盤工業（株）滋賀営業所 0100 土木一式 特

1546 県営 常盤工業（株）滋賀営業所 1300 ほ装 特

7 県営 西日本電信電話（株）滋賀支店 2200 電気通信 特

213 県営 日本電気（株）滋賀支店 2200 電気通信 特

1498 県営 日本システム工業（株）滋賀支店 0800 電気 特

1498 県営 日本システム工業（株）滋賀支店 2900 交通安全施設（電気） 特

1749 県営 日本メンテナスエンジニヤリング（株）滋賀支店 0800 電気 一

1749 県営 日本メンテナスエンジニヤリング（株）滋賀支店 2600 水道施設 特

343 県営 長谷川体育施設（株）関西支店 0100 土木一式 特

343 県営 長谷川体育施設（株）関西支店 1300 ほ装 特

343 県営 長谷川体育施設（株）関西支店 2300 造園 特

536 県営 （株）ピーエス三菱滋賀営業所 0100 土木一式 特
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536 県営 （株）ピーエス三菱滋賀営業所 2600 水道施設 特

536 県営 （株）ピーエス三菱滋賀営業所 2805 解体 特

1148 県営 東山管理センター（株）滋賀支店 0100 土木一式 特

1148 県営 東山管理センター（株）滋賀支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

1148 県営 東山管理センター（株）滋賀支店 1400 しゅんせつ 特

3 県営 光工業（株）滋賀支店 0100 土木一式 特

3 県営 光工業（株）滋賀支店 1300 ほ装 特

1833 県営 文化シヤッター（株）彦根営業所 1900 内装仕上 一

1833 県営 文化シヤッター（株）彦根営業所 2500 建具 一

607 県営 （株）保安企画彦根営業所 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

607 県営 （株）保安企画彦根営業所 3100 交通安全施設（防護柵） 一

369 県営 （株）ほくつう関西支店 0800 電気 一

369 県営 （株）ほくつう関西支店 2200 電気通信 特

369 県営 （株）ほくつう関西支店 2700 消防施設 一

135 県営 真柄建設（株）大津営業所 0100 土木一式 特

135 県営 真柄建設（株）大津営業所 0200 建築一式 特

135 県営 真柄建設（株）大津営業所 2805 解体 特

595 県営 明清建設工業（株）滋賀支店 0100 土木一式 特

595 県営 明清建設工業（株）滋賀支店 1300 ほ装 特

9 県営 明和工業（株）関西支社 0100 土木一式 一

9 県営 明和工業（株）関西支社 0500 とび・土工・コンクリート 特

529 県営 ロード企画（株）豊郷営業所 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 一

529 県営 ロード企画（株）豊郷営業所 3100 交通安全施設（防護柵） 一
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1486 県外 （株）ＩＨＩインフラ建設関西支店 0100 土木一式 特

1486 県外 （株）ＩＨＩインフラ建設関西支店 1100 鋼構造物 特

1486 県外 （株）ＩＨＩインフラ建設関西支店 2000 機械器具設置 特

157 県外 アイサワ工業（株）大阪支店 0100 土木一式 特

157 県外 アイサワ工業（株）大阪支店 0200 建築一式 特

157 県外 アイサワ工業（株）大阪支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

730 県外 愛知時計電機（株）大阪支店 0800 電気 特

730 県外 愛知時計電機（株）大阪支店 0900 管 一

730 県外 愛知時計電機（株）大阪支店 2200 電気通信 一

2239 県外 アイテック（株） 0800 電気 一

2239 県外 アイテック（株） 2000 機械器具設置 一

2239 県外 アイテック（株） 2600 水道施設 一

2272 県外 (株)アイル機電 0800 電気 特

2272 県外 (株)アイル機電 0900 管 特

383 県外 青野スポーツ施設（株） 0100 土木一式 特

383 県外 青野スポーツ施設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

383 県外 青野スポーツ施設（株） 1300 ほ装 特

2261 県外 昱工業（株）関西支店 0800 電気 特

2261 県外 昱工業（株）関西支店 0900 管 特

2261 県外 昱工業（株）関西支店 2000 機械器具設置 特

548 県外 （株）淺沼組京滋営業所 0100 土木一式 特

548 県外 （株）淺沼組京滋営業所 0200 建築一式 特

548 県外 （株）淺沼組京滋営業所 2600 水道施設 特

304 県外 浅野アタカ（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

304 県外 浅野アタカ（株）大阪支店 2600 水道施設 特

304 県外 浅野アタカ（株）大阪支店 2800 清掃施設 特

319 県外 朝日企業（株） 0800 電気 特

319 県外 朝日企業（株） 2000 機械器具設置 特

319 県外 朝日企業（株） 2600 水道施設 特

1774 県外 （株）朝日工業社京都営業所 0900 管 特

2259 県外 （株）旭工建 0100 土木一式 特

2259 県外 （株）旭工建 0200 建築一式 特

2259 県外 （株）旭工建 2805 解体 特

296 県外 旭体育施設（株） 0100 土木一式 一

296 県外 旭体育施設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

296 県外 旭体育施設（株） 2300 造園 一

1858 県外 アサヒネット工業（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

330 県外 芦森エンジニアリング（株）西日本営業部 0100 土木一式 特

330 県外 芦森エンジニアリング（株）西日本営業部 0900 管 特

330 県外 芦森エンジニアリング（株）西日本営業部 2600 水道施設 特

2113 県外 （株）アセント 0800 電気 特

2113 県外 （株）アセント 2200 電気通信 特

2264 県外 （株）アルファテクノ 0800 電気 一

2264 県外 （株）アルファテクノ 2000 機械器具設置 一

2245 県外 安西工業（株）大阪支店 0100 土木一式 特

1727 県外 （株）安藤・間大阪支店 0100 土木一式 特

1727 県外 （株）安藤・間大阪支店 0200 建築一式 特

1727 県外 （株）安藤・間大阪支店 2600 水道施設 特

2218 県外 池田電気（株） 0800 電気 特

2218 県外 池田電気（株） 2000 機械器具設置 一

2218 県外 池田電気（株） 2200 電気通信 特

291 県外 （株）石垣大阪支店 2000 機械器具設置 特

市外業者一覧（県外に所在する者）
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291 県外 （株）石垣大阪支店 2600 水道施設 特

351 県外 石垣メンテナンス（株）大阪支店 0900 管 特

351 県外 石垣メンテナンス（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

351 県外 石垣メンテナンス（株）大阪支店 2600 水道施設 特

1323 県外 （株）岩城大阪営業所 1100 鋼構造物 特

1323 県外 （株）岩城大阪営業所 2000 機械器具設置 一

1323 県外 （株）岩城大阪営業所 2600 水道施設 特

196 県外 岩田地崎建設（株）大阪支店 0100 土木一式 特

196 県外 岩田地崎建設（株）大阪支店 0200 建築一式 特

196 県外 岩田地崎建設（株）大阪支店 2600 水道施設 特

279 県外 （株）ウォーターエージェンシー大阪北オペレーションセンター 0800 電気 一

279 県外 （株）ウォーターエージェンシー大阪北オペレーションセンター 2000 機械器具設置 一

279 県外 （株）ウォーターエージェンシー大阪北オペレーションセンター 2600 水道施設 一

657 県外 （株）ウォーターテック関西支店 2000 機械器具設置 特

657 県外 （株）ウォーターテック関西支店 2600 水道施設 特

768 県外 内田工業（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

768 県外 内田工業（株） 1100 鋼構造物 一

768 県外 内田工業（株） 2300 造園 一

1612 県外 （株）運動施設 0100 土木一式 特

1612 県外 （株）運動施設 1300 ほ装 特

1612 県外 （株）運動施設 2300 造園 特

2193 県外 （株）HYSエンジニアリングサービス関西支店 0800 電気 特

2193 県外 （株）HYSエンジニアリングサービス関西支店 2200 電気通信 特

2107 県外 （株）エース・ウォーター大阪営業所 0800 電気 特

2107 県外 （株）エース・ウォーター大阪営業所 2000 機械器具設置 特

2107 県外 （株）エース・ウォーター大阪営業所 2600 水道施設 特

2255 県外 （株）エーステック 2000 機械器具設置 一

234 県外 （株）エオネックス 0500 とび・土工・コンクリート 特

234 県外 （株）エオネックス 0900 管 特

234 県外 （株）エオネックス 2400 さく井 特

655 県外 エクシオグループ株式会社関西支店 0800 電気 特

655 県外 エクシオグループ株式会社関西支店 2200 電気通信 特

655 県外 エクシオグループ株式会社関西支店 2900 交通安全施設（電気） 特

2265 県外 （株）エス・ティ・アイ 0800 電気 一

2265 県外 （株）エス・ティ・アイ 0900 管 特

1979 県外 （株）エステム 0800 電気 特

1979 県外 （株）エステム 0900 管 特

1979 県外 （株）エステム 2000 機械器具設置 一

1608 県外 エナジーシステムサービスジャパン（株）関西営業所 0800 電気 一

184 県外 ＮＥＣネッツエスアイ（株）京滋支店 0800 電気 特

184 県外 ＮＥＣネッツエスアイ（株）京滋支店 2200 電気通信 特

184 県外 ＮＥＣネッツエスアイ（株）京滋支店 2900 交通安全施設（電気） 特

724 県外 （株）ＮＨＫテクノロジーズ大阪総支社 0800 電気 特

724 県外 （株）ＮＨＫテクノロジーズ大阪総支社 2200 電気通信 特

930 県外 （株）ＮＮＣエンジニアリング南魚沼支社 0900 管 特

930 県外 （株）ＮＮＣエンジニアリング南魚沼支社 2000 機械器具設置 一

930 県外 （株）ＮＮＣエンジニアリング南魚沼支社 2400 さく井 特

1429 県外 （株）ＮＴＴドコモ関西支社 2200 電気通信 特

2055 県外 ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）滋賀ビジネス営業部 2200 電気通信 特

2215 県外 NDネットサービス(有) 0100 土木一式 一

2215 県外 NDネットサービス(有) 0500 とび・土工・コンクリート 一

2215 県外 NDネットサービス(有) 2600 水道施設 一
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347 県外 荏原実業（株）大阪支社 0800 電気 特

347 県外 荏原実業（株）大阪支社 2000 機械器具設置 特

347 県外 荏原実業（株）大阪支社 2600 水道施設 特

1624 県外 荏原商事（株）大阪支店 0800 電気 特

1624 県外 荏原商事（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

1624 県外 荏原商事（株）大阪支店 2600 水道施設 特

220 県外 （株）荏原製作所大阪支社 2000 機械器具設置 特

220 県外 （株）荏原製作所大阪支社 2600 水道施設 特

1661 県外 （株）荏原電産大阪支店 0800 電気 特

1661 県外 （株）荏原電産大阪支店 2200 電気通信 特

350 県外 （株）エムティアイ 2000 機械器具設置 一

1337 県外 （株）エムライン 0100 土木一式 特

1337 県外 （株）エムライン 0900 管 一

1337 県外 （株）エムライン 1400 しゅんせつ 一

1141 県外 （株）オアスコ 0100 土木一式 一

1141 県外 （株）オアスコ 1300 ほ装 一

1141 県外 （株）オアスコ 2300 造園 一

1484 県外 ＯＥＳアクアフオーコ（株） 0800 電気 特

1484 県外 ＯＥＳアクアフオーコ（株） 2000 機械器具設置 特

1484 県外 ＯＥＳアクアフオーコ（株） 2600 水道施設 特

2119 県外 大木建設（株）大阪支店 0100 土木一式 特

2119 県外 大木建設（株）大阪支店 0200 建築一式 特

690 県外 （株）大阪環境 0100 土木一式 特

690 県外 （株）大阪環境 0900 管 一

2244 県外 大阪水源開発（株） 0100 土木一式 一

2244 県外 大阪水源開発（株） 2400 さく井 一

268 県外 （株）大阪防水建設社 0100 土木一式 特

268 県外 （株）大阪防水建設社 1800 防水 特

1395 県外 大橋産業（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

1395 県外 大橋産業（株） 1100 鋼構造物 一

206 県外 （株）大林組京都支店 0100 土木一式 特

206 県外 （株）大林組京都支店 0200 建築一式 特

317 県外 （株）オービス大阪営業所 0200 建築一式 特

1841 県外 岡山電設（株） 0800 電気 特

1841 県外 岡山電設（株） 0900 管 一

1841 県外 岡山電設（株） 2200 電気通信 一

2185 県外 OKIクロステック（株）関西支社 0800 電気 特

2185 県外 OKIクロステック（株）関西支社 2200 電気通信 特

792 県外 沖電気工業（株）京都支店 2200 電気通信 特

300 県外 奥アンツーカ（株）近畿支店 0100 土木一式 特

300 県外 奥アンツーカ（株）近畿支店 1300 ほ装 特

300 県外 奥アンツーカ（株）近畿支店 2300 造園 特

756 県外 （株）長村組 0100 土木一式 特

756 県外 （株）長村組 0200 建築一式 特

756 県外 （株）長村組 1100 鋼構造物 特

305 県外 （株）オプテージ 2200 電気通信 特

1856 県外 オリエントハウス（株） 0200 建築一式 特

769 県外 オルガノ（株）関西支店 0800 電気 特

769 県外 オルガノ（株）関西支店 2000 機械器具設置 特

769 県外 オルガノ（株）関西支店 2600 水道施設 特

729 県外 オルガノプラントサービス（株）関西事業所 0800 電気 特

729 県外 オルガノプラントサービス（株）関西事業所 2000 機械器具設置 特
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729 県外 オルガノプラントサービス（株）関西事業所 2600 水道施設 特

1561 県外 （株）柿本商会福井支店 0800 電気 特

1561 県外 （株）柿本商会福井支店 2000 機械器具設置 特

1561 県外 （株）柿本商会福井支店 2200 電気通信 特

1407 県外 （株）鍜治田工務店 0100 土木一式 特

1407 県外 （株）鍜治田工務店 0200 建築一式 特

1407 県外 （株）鍜治田工務店 2805 解体 特

233 県外 鹿島環境エンジニアリング（株） 0800 電気 特

233 県外 鹿島環境エンジニアリング（株） 0900 管 特

233 県外 鹿島環境エンジニアリング（株） 2000 機械器具設置 特

1782 県外 鹿島建設（株）関西支店 0100 土木一式 特

1782 県外 鹿島建設（株）関西支店 0200 建築一式 特

758 県外 鹿島道路（株）関西北営業所 0100 土木一式 特

758 県外 鹿島道路（株）関西北営業所 0500 とび・土工・コンクリート 特

758 県外 鹿島道路（株）関西北営業所 1300 ほ装 特

1160 県外 春日設備工業（株） 0900 管 特

1160 県外 春日設備工業（株） 2700 消防施設 一

793 県外 金下建設（株）京都支店 0100 土木一式 特

793 県外 金下建設（株）京都支店 0200 建築一式 特

793 県外 金下建設（株）京都支店 1300 ほ装 特

1326 県外 株木建設（株）大阪支店 0100 土木一式 特

1326 県外 株木建設（株）大阪支店 0200 建築一式 特

1326 県外 株木建設（株）大阪支店 2600 水道施設 特

2128 県外 （株）はまゆう 0100 土木一式 一

2128 県外 （株）はまゆう 0500 とび・土工・コンクリート 一

2128 県外 （株）はまゆう 1300 ほ装 一

767 県外 鎌長製衡（株） 2000 機械器具設置 特

767 県外 鎌長製衡（株） 2800 清掃施設 特

1495 県外 （株）亀山鑿泉工業 2400 さく井 一

323 県外 川崎設備工業（株）西部支社 0900 管 特

1708 県外 川重冷熱工業（株）西日本支社 0900 管 一

1708 県外 川重冷熱工業（株）西日本支社 2000 機械器具設置 一

197 県外 川田建設（株）大阪支店 0100 土木一式 特

197 県外 川田建設（株）大阪支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

197 県外 川田建設（株）大阪支店 1100 鋼構造物 特

2195 県外 関西化工建設（株） 0100 土木一式 特

2195 県外 関西化工建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

2195 県外 関西化工建設（株） 1100 鋼構造物 特

364 県外 関西トースイ（株） 0900 管 一

364 県外 関西トースイ（株） 2000 機械器具設置 一

273 県外 関西日立（株） 0800 電気 特

273 県外 関西日立（株） 2000 機械器具設置 特

273 県外 関西日立（株） 2200 電気通信 特

2049 県外 （株）関西マサル 1700 塗装 特

2049 県外 （株）関西マサル 1800 防水 特

672 県外 管清工業（株）大阪支店 0100 土木一式 特

672 県外 管清工業（株）大阪支店 1400 しゅんせつ 特

153 県外 （株）関電工京滋営業所 0800 電気 特

1327 県外 上林鑿泉工業（株） 2400 さく井 一

170 県外 （株）キクテック大阪支店 1100 鋼構造物 一

170 県外 （株）キクテック大阪支店 3000 交通安全施設（ﾗｲﾝ） 特

170 県外 （株）キクテック大阪支店 3100 交通安全施設（防護柵） 特
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1119 県外 （株）Ｋｉｓｔ 0900 管 特

1119 県外 （株）Ｋｉｓｔ 2000 機械器具設置 一

637 県外 北川ヒューテック（株）関西支店 0100 土木一式 特

637 県外 北川ヒューテック（株）関西支店 1300 ほ装 特

469 県外 機動建設工業（株）関西支店 0100 土木一式 特

469 県外 機動建設工業（株）関西支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

469 県外 機動建設工業（株）関西支店 2600 水道施設 特

1497 県外 （株）九電工京都営業所 0800 電気 特

1497 県外 （株）九電工京都営業所 0900 管 特

2121 県外 京都エレベーター（株） 2000 機械器具設置 一

1674 県外 京都体育施設（株） 0100 土木一式 特

1674 県外 京都体育施設（株） 1300 ほ装 特

1674 県外 京都体育施設（株） 2300 造園 特

2098 県外 京都電業（株） 0800 電気 一

1730 県外 共立建設（株）関西支店 0100 土木一式 特

1730 県外 共立建設（株）関西支店 0200 建築一式 特

2006 県外 共和化工（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

2006 県外 共和化工（株）大阪支店 2600 水道施設 特

2006 県外 共和化工（株）大阪支店 2800 清掃施設 特

1232 県外 協和機電工業（株）大阪支店 0800 電気 特

1232 県外 協和機電工業（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

1232 県外 協和機電工業（株）大阪支店 2200 電気通信 特

1492 県外 協和電気（株） 0800 電気 特

194 県外 極東サービス（株）大阪営業所 0800 電気 一

194 県外 極東サービス（株）大阪営業所 2000 機械器具設置 一

314 県外 桐田機工（株） 0800 電気 特

314 県外 桐田機工（株） 2000 機械器具設置 一

314 県外 桐田機工（株） 2600 水道施設 特

2111 県外 近畿環境サービス（株） 0800 電気 特

2111 県外 近畿環境サービス（株） 0900 管 特

2111 県外 近畿環境サービス（株） 2000 機械器具設置 特

1414 県外 （株）キンキ地質センター 2400 さく井 一

339 県外 楠電気工事（株） 0800 電気 特

339 県外 楠電気工事（株） 2200 電気通信 一

740 県外 （株）クボタ 2000 機械器具設置 特

740 県外 （株）クボタ 2600 水道施設 特

683 県外 クボタ環境エンジニアリング（株）大阪支社 2000 機械器具設置 特

683 県外 クボタ環境エンジニアリング（株）大阪支社 2800 清掃施設 特

173 県外 クボタ機工（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

173 県外 クボタ機工（株）大阪支店 2600 水道施設 特

256 県外 （株）熊谷組関西支店 0100 土木一式 特

256 県外 （株）熊谷組関西支店 0200 建築一式 特

1405 県外 （株）クマヒラ関西支社 1900 内装仕上 特

1405 県外 （株）クマヒラ関西支社 2000 機械器具設置 一

1405 県外 （株）クマヒラ関西支社 2200 電気通信 一

2114 県外 クマリフト（株）京都営業所 2000 機械器具設置 一

928 県外 （株）クリタス西日本支社 0800 電気 特

928 県外 （株）クリタス西日本支社 2000 機械器具設置 特

928 県外 （株）クリタス西日本支社 2800 清掃施設 特

2040 県外 ＫＳＳ（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

2040 県外 ＫＳＳ（株） 1900 内装仕上 一

2040 県外 ＫＳＳ（株） 2000 機械器具設置 一
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1748 県外 弘安建設（株） 0100 土木一式 特

1748 県外 弘安建設（株） 1300 ほ装 特

1748 県外 弘安建設（株） 2300 造園 特

154 県外 光伸（株）京滋営業所 2000 機械器具設置 一

1084 県外 （株）甲田工業所 2400 さく井 一

167 県外 （株）弘電社大阪支店 0800 電気 特

167 県外 （株）弘電社大阪支店 2200 電気通信 特

290 県外 （株）鴻池組京都支店 0100 土木一式 特

290 県外 （株）鴻池組京都支店 0200 建築一式 特

290 県外 （株）鴻池組京都支店 2600 水道施設 特

2246 県外 （株）鴻池組 0100 土木一式 特

2246 県外 （株）鴻池組 0200 建築一式 特

2246 県外 （株）鴻池組 2600 水道施設 特

1406 県外 コウフ・フィールド（株）関西支店 0100 土木一式 特

1406 県外 コウフ・フィールド（株）関西支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

1406 県外 コウフ・フィールド（株）関西支店 2300 造園 特

313 県外 郡リース（株）大阪支店 0200 建築一式 特

796 県外 コスモ工機（株）大阪支店 0900 管 一

796 県外 コスモ工機（株）大阪支店 1100 鋼構造物 特

796 県外 コスモ工機（株）大阪支店 2600 水道施設 特

1775 県外 （株）コトネットエンジニアリング 0800 電気 特

1775 県外 （株）コトネットエンジニアリング 1300 ほ装 特

1775 県外 （株）コトネットエンジニアリング 2200 電気通信 特

164 県外 （株）コトブキ京都営業所 0500 とび・土工・コンクリート 一

1610 県外 コトブキシーティング（株）関西支店 0500 とび・土工・コンクリート 一

514 県外 五洋建設（株）大阪支店 0100 土木一式 特

514 県外 五洋建設（株）大阪支店 0200 建築一式 特

1788 県外 （株）金剛組 0200 建築一式 特

1234 県外 （株）コンステック大阪支店 0200 建築一式 一

1234 県外 （株）コンステック大阪支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

1234 県外 （株）コンステック大阪支店 1800 防水 一

362 県外 斎久工業（株）大阪支社 0900 管 特

778 県外 （株）斉藤鐵工所 1100 鋼構造物 特

778 県外 （株）斉藤鐵工所 2000 機械器具設置 一

1493 県外 酒井工業（株） 0100 土木一式 特

1493 県外 酒井工業（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

1493 県外 酒井工業（株） 1100 鋼構造物 特

119 県外 佐藤工業（株）大阪支店 0100 土木一式 特

119 県外 佐藤工業（株）大阪支店 0200 建築一式 特

119 県外 佐藤工業（株）大阪支店 2600 水道施設 特

363 県外 三機工業（株）京都支店 0900 管 特

689 県外 三基工業（株） 1100 鋼構造物 特

689 県外 三基工業（株） 2000 機械器具設置 特

1121 県外 三協工業（株）大阪支社 2000 機械器具設置 特

1121 県外 三協工業（株）大阪支社 2400 さく井 特

1121 県外 三協工業（株）大阪支社 2600 水道施設 特

411 県外 三建設備工業（株）京滋営業所 0900 管 特

1791 県外 （株）三晃空調京都支店 0900 管 特

1312 県外 （株）三進ろ過工業 0900 管 一

1312 県外 （株）三進ろ過工業 2000 機械器具設置 一

310 県外 三精工事サービス（株） 2000 機械器具設置 特

636 県外 （株）サンテック大阪支社 0800 電気 特
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1866 県外 サンワコムシスエンジニアリング（株）関西支店 0800 電気 特

1866 県外 サンワコムシスエンジニアリング（株）関西支店 2200 電気通信 特

1398 県外 三和電気土木工事（株） 0800 電気 特

790 県外 （株）ＧＳユアサ京都営業所 0800 電気 特

1491 県外 （株）ジーエス・ユアサフィールディングス関西支店 0800 電気 特

193 県外 ＪＦＥエンジニアリング（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

193 県外 ＪＦＥエンジニアリング（株）大阪支店 2600 水道施設 特

1785 県外 （株）塩浜工業 0100 土木一式 特

1785 県外 （株）塩浜工業 0200 建築一式 特

1785 県外 （株）塩浜工業 1100 鋼構造物 特

1982 県外 （株）篠田製作所 1100 鋼構造物 特

271 県外 島津システムソリューションズ（株） 0800 電気 特

271 県外 島津システムソリューションズ（株） 2000 機械器具設置 一

271 県外 島津システムソリューションズ（株） 2200 電気通信 特

333 県外 清水建設（株）関西支店 0100 土木一式 特

333 県外 清水建設（株）関西支店 0200 建築一式 特

333 県外 清水建設（株）関西支店 2600 水道施設 特

249 県外 （株）ジャクエツ 0200 建築一式 特

249 県外 （株）ジャクエツ 0500 とび・土工・コンクリート 特

249 県外 （株）ジャクエツ 2300 造園 特

2115 県外 （株）城南開発興業 0100 土木一式 特

2115 県外 （株）城南開発興業 0900 管 特

2115 県外 （株）城南開発興業 1400 しゅんせつ 特

504 県外 ショーボンド建設（株）京都支店 0100 土木一式 特

504 県外 ショーボンド建設（株）京都支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

504 県外 ショーボンド建設（株）京都支店 1100 鋼構造物 特

2054 県外 ジョンソンコントロールズ（株）大阪支店 0800 電気 特

2054 県外 ジョンソンコントロールズ（株）大阪支店 0900 管 特

2054 県外 ジョンソンコントロールズ（株）大阪支店 2200 電気通信 特

1075 県外 シンク・エンジニアリング（株）関西支店 0800 電気 特

1075 県外 シンク・エンジニアリング（株）関西支店 2200 電気通信 特

120 県外 シンクレイヤ（株）大阪営業部 2200 電気通信 特

186 県外 （株）神鋼環境ソリューション大阪支社 2000 機械器具設置 特

186 県外 （株）神鋼環境ソリューション大阪支社 2600 水道施設 特

186 県外 （株）神鋼環境ソリューション大阪支社 2800 清掃施設 特

189 県外 新日本空調（株）京滋総合営業所 0900 管 特

1334 県外 新日本工業（株）大阪営業所 0900 管 一

1334 県外 新日本工業（株）大阪営業所 1100 鋼構造物 特

1334 県外 新日本工業（株）大阪営業所 2600 水道施設 特

677 県外 シンフォニアテクノロジー（株）大阪支社 0800 電気 特

677 県外 シンフォニアテクノロジー（株）大阪支社 2200 電気通信 特

1226 県外 新明和アクアテクサービス（株）関西センター 0800 電気 一

1226 県外 新明和アクアテクサービス（株）関西センター 0900 管 一

1226 県外 新明和アクアテクサービス（株）関西センター 2000 機械器具設置 一

358 県外 新明和工業（株）流体事業部営業本部　関西支店 0800 電気 特

358 県外 新明和工業（株）流体事業部営業本部　関西支店 2000 機械器具設置 特

358 県外 新明和工業（株）流体事業部営業本部　関西支店 2600 水道施設 特

673 県外 新菱冷熱工業（株）京滋支店 0900 管 特

1724 県外 （株）水機テクノス　大阪営業所 0800 電気 特

1724 県外 （株）水機テクノス　大阪営業所 2000 機械器具設置 特

1724 県外 （株）水機テクノス　大阪営業所 2600 水道施設 特

663 県外 （株）スイタ情報システム大阪本社 0800 電気 一
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663 県外 （株）スイタ情報システム大阪本社 2000 機械器具設置 一

663 県外 （株）スイタ情報システム大阪本社 2200 電気通信 特

757 県外 水道機工（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

757 県外 水道機工（株）大阪支店 2600 水道施設 特

2274 県外 スエヒロシステム（株） 0800 電気 特

2274 県外 スエヒロシステム（株） 0900 管 特

2274 県外 スエヒロシステム（株） 2000 機械器具設置 一

1552 県外 （株）スガナミ 0100 土木一式 特

1552 県外 （株）スガナミ 0500 とび・土工・コンクリート 特

322 県外 スポーツサーフェス（株）大阪営業所 0100 土木一式 特

322 県外 スポーツサーフェス（株）大阪営業所 1300 ほ装 特

682 県外 （株）スポーツテクノ和広大阪支店 0100 土木一式 特

682 県外 （株）スポーツテクノ和広大阪支店 1300 ほ装 特

682 県外 （株）スポーツテクノ和広大阪支店 2300 造園 特

1846 県外 住友重機械エンバイロメント（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

1846 県外 住友重機械エンバイロメント（株）大阪支店 2600 水道施設 特

1474 県外 世紀東急工業（株）関西支店 0100 土木一式 特

1474 県外 世紀東急工業（株）関西支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

1474 県外 世紀東急工業（株）関西支店 1300 ほ装 特

1481 県外 （株）成研 0900 管 一

1704 県外 （株）精研委任先なし 0900 管 特

265 県外 （株）正興電機製作所大阪営業所 0800 電気 特

1869 県外 西武造園（株）西日本統括支店 0100 土木一式 特

1869 県外 西武造園（株）西日本統括支店 1300 ほ装 特

1869 県外 西武造園（株）西日本統括支店 2300 造園 特

217 県外 西菱電機（株）大阪支社 0800 電気 特

217 県外 西菱電機（株）大阪支社 2200 電気通信 特

1773 県外 積水化学工業（株）環境・ライフラインカンパニー西日本支店 0100 土木一式 特

1773 県外 積水化学工業（株）環境・ライフラインカンパニー西日本支店 0900 管 特

1773 県外 積水化学工業（株）環境・ライフラインカンパニー西日本支店 2600 水道施設 特

1618 県外 セコム（株） 0900 管 特

1618 県外 セコム（株） 2200 電気通信 一

1618 県外 セコム（株） 2700 消防施設 一

257 県外 （株）錢高組大阪支社 0100 土木一式 特

257 県外 （株）錢高組大阪支社 0200 建築一式 特

257 県外 （株）錢高組大阪支社 2600 水道施設 特

1860 県外 （株）ソイルリサイクル工業 0100 土木一式 一

1860 県外 （株）ソイルリサイクル工業 0500 とび・土工・コンクリート 一

1860 県外 （株）ソイルリサイクル工業 1300 ほ装 一

2037 県外 （株）創真建設 0200 建築一式 特

2037 県外 （株）創真建設 0500 とび・土工・コンクリート 特

2037 県外 （株）創真建設 2805 解体 特

209 県外 第一工業（株）京都営業所 0900 管 特

306 県外 （株）第一テクノ関西支店 0800 電気 特

306 県外 （株）第一テクノ関西支店 2000 機械器具設置 特

306 県外 （株）第一テクノ関西支店 2600 水道施設 特

1850 県外 大栄環境（株） 0200 建築一式 特

1850 県外 大栄環境（株） 2000 機械器具設置 特

1850 県外 大栄環境（株） 2800 清掃施設 特

1783 県外 （株）タイキ 0100 土木一式 特

1783 県外 （株）タイキ 0500 とび・土工・コンクリート 特

1783 県外 （株）タイキ 2300 造園 特
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303 県外 大成建設（株）関西支店 0100 土木一式 特

303 県外 大成建設（株）関西支店 0200 建築一式 特

1124 県外 ダイダン（株）京都支店 0800 電気 特

1124 県外 ダイダン（株）京都支店 0900 管 特

1124 県外 ダイダン（株）京都支店 2700 消防施設 一

2109 県外 大同機工（株） 1100 鋼構造物 特

2109 県外 大同機工（株） 2000 機械器具設置 特

2109 県外 大同機工（株） 2600 水道施設 特

1246 県外 第二建設（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

760 県外 大日本土木（株）大阪支店 0100 土木一式 特

760 県外 大日本土木（株）大阪支店 0200 建築一式 特

760 県外 大日本土木（株）大阪支店 2600 水道施設 特

1604 県外 （株）髙石造園土木 0100 土木一式 特

1604 県外 （株）髙石造園土木 2300 造園 特

1777 県外 タカオ（株） 0500 とび・土工・コンクリート 一

1777 県外 タカオ（株） 2300 造園 一

321 県外 （株）竹中工務店京都支店 0200 建築一式 特

786 県外 （株）たけびし 0800 電気 特

786 県外 （株）たけびし 2000 機械器具設置 特

786 県外 （株）たけびし 2200 電気通信 一

1776 県外 （株）タケミ・コーポレーション 2600 水道施設 一

2097 県外 （株）丹青社関西支店 0200 建築一式 特

2097 県外 （株）丹青社関西支店 1900 内装仕上 特

301 県外 中央電設（株）京都営業所 0800 電気 特

225 県外 （株）中央ポンプ製作所 2000 機械器具設置 一

752 県外 中日コプロ（株） 0100 土木一式 特

752 県外 中日コプロ（株） 0900 管 一

1786 県外 （株）チュウブ関西支社 0100 土木一式 特

1786 県外 （株）チュウブ関西支社 0500 とび・土工・コンクリート 特

1786 県外 （株）チュウブ関西支社 2300 造園 特

1421 県外 長永スポーツ工業（株）中部支店 0100 土木一式 特

1421 県外 長永スポーツ工業（株）中部支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

1421 県外 長永スポーツ工業（株）中部支店 2300 造園 特

1620 県外 千代田工業（株） 0100 土木一式 特

1620 県外 千代田工業（株） 1100 鋼構造物 特

1620 県外 千代田工業（株） 2600 水道施設 特

1499 県外 司電機産業（株） 0800 電気 一

219 県外 都築テクノサービス（株）京都支店 2200 電気通信 一

441 県外 （株）鶴見製作所 0900 管 一

441 県外 （株）鶴見製作所 2000 機械器具設置 特

441 県外 （株）鶴見製作所 2600 水道施設 特

684 県外 （株）テクアノーツ 0100 土木一式 特

684 県外 （株）テクアノーツ 2000 機械器具設置 特

684 県外 （株）テクアノーツ 2600 水道施設 特

2241 県外 （株）テクシア 0800 電気 一

1475 県外 テラル（株）大阪支店 0800 電気 一

1475 県外 テラル（株）大阪支店 2000 機械器具設置 一

1475 県外 テラル（株）大阪支店 2400 さく井 一

2095 県外 テルウェル西日本（株）関西支店 2200 電気通信 一

1872 県外 電気興業（株）大阪支店 1100 鋼構造物 特

1872 県外 電気興業（株）大阪支店 1700 塗装 特

1872 県外 電気興業（株）大阪支店 2200 電気通信 特
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701 県外 （株）電業社機械製作所大阪支店 0100 土木一式 特

701 県外 （株）電業社機械製作所大阪支店 2000 機械器具設置 特

701 県外 （株）電業社機械製作所大阪支店 2600 水道施設 特

239 県外 東亜建設工業（株）大阪支店 0100 土木一式 特

239 県外 東亜建設工業（株）大阪支店 0200 建築一式 特

239 県外 東亜建設工業（株）大阪支店 2600 水道施設 特

1107 県外 東海塗装（株）大阪支店 1700 塗装 特

216 県外 東海リース（株）大阪支店 0200 建築一式 特

902 県外 東急建設（株）関西支店 0100 土木一式 特

902 県外 東急建設（株）関西支店 0200 建築一式 特

1607 県外 （株）東光高岳関西支社 0800 電気 特

144 県外 東光電気工事（株）京滋営業所 0800 電気 特

1162 県外 東西化学産業（株） 2000 機械器具設置 一

1067 県外 東芝インフラシステムズ（株）関西支社 0800 電気 特

1067 県外 東芝インフラシステムズ（株）関西支社 2000 機械器具設置 特

1067 県外 東芝インフラシステムズ（株）関西支社 2200 電気通信 特

315 県外 東芝エレベータ（株）関西支社 0900 管 特

315 県外 東芝エレベータ（株）関西支社 2000 機械器具設置 特

315 県外 東芝エレベータ（株）関西支社 2200 電気通信 特

654 県外 東芝通信インフラシステムズ（株）関西支店 0800 電気 特

654 県外 東芝通信インフラシステムズ（株）関西支店 2200 電気通信 特

276 県外 東芝プラントシステム（株）関西支社 0800 電気 特

276 県外 東芝プラントシステム（株）関西支社 0900 管 特

2149 県外 東芝ライテック（株）関西営業所 0800 電気 一

698 県外 東邦電気工業（株）大阪支店 0800 電気 特

698 県外 東邦電気工業（株）大阪支店 2200 電気通信 特

13 県外 東洋建設（株）京滋営業所 0100 土木一式 特

13 県外 東洋建設（株）京滋営業所 0200 建築一式 特

13 県外 東洋建設（株）京滋営業所 0500 とび・土工・コンクリート 特

1221 県外 東洋濾水機（株） 2000 機械器具設置 一

1221 県外 東洋濾水機（株） 2600 水道施設 特

226 県外 東和スポーツ施設（株） 0100 土木一式 特

226 県外 東和スポーツ施設（株） 1300 ほ装 特

226 県外 東和スポーツ施設（株） 2300 造園 一

2273 県外 （有）トータスコーポレーション 0100 土木一式 一

2273 県外 （有）トータスコーポレーション 0500 とび・土工・コンクリート 一

1496 県外 （株）トータルメディア開発研究所 0200 建築一式 特

1496 県外 （株）トータルメディア開発研究所 1900 内装仕上 特

1115 県外 トーテックアメニティ（株）岐阜営業所 2200 電気通信 一

582 県外 都市クリエイト（株） 0100 土木一式 特

582 県外 都市クリエイト（株） 0900 管 一

582 県外 都市クリエイト（株） 1400 しゅんせつ 特

1273 県外 戸田建設（株）大阪支店 0100 土木一式 特

1273 県外 戸田建設（株）大阪支店 0200 建築一式 特

1273 県外 戸田建設（株）大阪支店 2600 水道施設 特

1712 県外 飛島建設（株）大阪支店 0100 土木一式 特

1712 県外 飛島建設（株）大阪支店 0200 建築一式 特

1712 県外 飛島建設（株）大阪支店 2600 水道施設 特

662 県外 ドリコ（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

662 県外 ドリコ（株）大阪支店 2400 さく井 特

662 県外 ドリコ（株）大阪支店 2600 水道施設 特

204 県外 （株）酉島製作所大阪支店 0800 電気 特
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204 県外 （株）酉島製作所大阪支店 2000 機械器具設置 特

204 県外 （株）酉島製作所大阪支店 2600 水道施設 特

2053 県外 （株）内藤ハウス大阪支店 0200 建築一式 特

2131 県外 （株）中島工務店 0200 建築一式 特

2131 県外 （株）中島工務店 0700 屋根 特

2131 県外 （株）中島工務店 1700 塗装 特

2268 県外 （株）中造園 0100 土木一式 特

2268 県外 （株）中造園 0600 石 特

2268 県外 （株）中造園 2300 造園 特

1473 県外 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋（株） 0100 土木一式 特

1473 県外 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

1473 県外 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋（株） 1300 ほ装 特

1566 県外 （株）ナカノフドー建設大阪支社 0100 土木一式 特

1566 県外 （株）ナカノフドー建設大阪支社 0200 建築一式 特

156 県外 中林建設（株） 0100 土木一式 特

156 県外 中林建設（株） 0200 建築一式 特

156 県外 中林建設（株） 2805 解体 特

1924 県外 （株）中村製作所 0500 とび・土工・コンクリート 一

1924 県外 （株）中村製作所 2300 造園 一

1789 県外 （株）ナガワ大阪支店 0200 建築一式 特

1789 県外 （株）ナガワ大阪支店 0300 大工 特

731 県外 南海辰村建設（株） 0100 土木一式 特

731 県外 南海辰村建設（株） 0200 建築一式 特

2106 県外 （株）ニシオカ 0100 土木一式 特

2106 県外 （株）ニシオカ 0500 とび・土工・コンクリート 特

2106 県外 （株）ニシオカ 1300 ほ装 特

640 県外 （株）西原環境関西支店 2000 機械器具設置 特

640 県外 （株）西原環境関西支店 2600 水道施設 特

640 県外 （株）西原環境関西支店 2800 清掃施設 特

176 県外 西松建設（株）西日本支店 0100 土木一式 特

176 県外 西松建設（株）西日本支店 0200 建築一式 特

649 県外 日化メンテナンス（株）西日本支店 0900 管 特

649 県外 日化メンテナンス（株）西日本支店 2000 機械器具設置 一

649 県外 日化メンテナンス（株）西日本支店 2600 水道施設 特

2047 県外 （株）日さく大阪支店 0100 土木一式 特

2047 県外 （株）日さく大阪支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

2047 県外 （株）日さく大阪支店 2400 さく井 特

340 県外 日新建工（株） 0100 土木一式 特

340 県外 日新建工（株） 1300 ほ装 特

1794 県外 日成ビルド工業（株）京都支店 0200 建築一式 特

1781 県外 （株）日展 0200 建築一式 特

1781 県外 （株）日展 1900 内装仕上 特

1387 県外 日本オーチス・エレベータ（株）京都支店 2000 機械器具設置 特

920 県外 日本コムシス（株）関西支店 0100 土木一式 特

920 県外 日本コムシス（株）関西支店 0800 電気 特

920 県外 日本コムシス（株）関西支店 2200 電気通信 特

192 県外 日本電設工業（株）大阪支店　京都営業所 0800 電気 特

917 県外 日本電通（株） 0100 土木一式 特

917 県外 日本電通（株） 0800 電気 特

917 県外 日本電通（株） 2200 電気通信 特

1596 県外 日本道路（株）京滋営業所 0100 土木一式 特

1596 県外 日本道路（株）京滋営業所 0500 とび・土工・コンクリート 特
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1596 県外 日本道路（株）京滋営業所 1300 ほ装 特

771 県外 （株）日本ピーエス北陸支店 0100 土木一式 特

771 県外 （株）日本ピーエス北陸支店 0500 とび・土工・コンクリート 特

771 県外 （株）日本ピーエス北陸支店 2600 水道施設 特

2105 県外 日本エレクトロニックシステムズ（株） 0800 電気 特

2105 県外 日本エレクトロニックシステムズ（株） 2200 電気通信 特

1101 県外 日本管工業（株） 0900 管 特

1321 県外 日本管財（株） 0200 建築一式 特

1321 県外 日本管財（株） 0800 電気 特

1321 県外 日本管財（株） 0900 管 特

2042 県外 日本原料（株）関西支店 2000 機械器具設置 一

2042 県外 日本原料（株）関西支店 2600 水道施設 特

1852 県外 日本国土開発（株）大阪支店 0100 土木一式 特

1852 県外 日本国土開発（株）大阪支店 0200 建築一式 特

1852 県外 日本国土開発（株）大阪支店 2600 水道施設 特

712 県外 日本信号（株）大阪支社 0800 電気 特

712 県外 日本信号（株）大阪支社 2000 機械器具設置 特

712 県外 日本信号（株）大阪支社 2200 電気通信 特

1792 県外 日本体育施設（株）西日本支店 0100 土木一式 特

1792 県外 日本体育施設（株）西日本支店 1300 ほ装 特

1792 県外 日本体育施設（株）西日本支店 2300 造園 特

664 県外 日本電技（株）大阪支店 0800 電気 特

664 県外 日本電技（株）大阪支店 2000 機械器具設置 一

2052 県外 日本ファイリング（株）大阪支店 1900 内装仕上 一

2052 県外 日本ファイリング（株）大阪支店 2000 機械器具設置 一

2110 県外 日本ファブテック（株）大阪営業所 0100 土木一式 特

2110 県外 日本ファブテック（株）大阪営業所 0500 とび・土工・コンクリート 特

2110 県外 日本ファブテック（株）大阪営業所 1100 鋼構造物 特

1393 県外 日本フィールドシステム（株）大阪営業所 0100 土木一式 特

1393 県外 日本フィールドシステム（株）大阪営業所 1300 ほ装 特

1393 県外 日本フィールドシステム（株）大阪営業所 2300 造園 特

923 県外 日本無線（株）関西支社 2200 電気通信 特

1662 県外 （株）ニュースポーツ工業 0100 土木一式 一

1662 県外 （株）ニュースポーツ工業 0500 とび・土工・コンクリート 一

1662 県外 （株）ニュースポーツ工業 2300 造園 一

236 県外 （株）乃村工藝社 0200 建築一式 特

236 県外 （株）乃村工藝社 1100 鋼構造物 特

236 県外 （株）乃村工藝社 1900 内装仕上 特

1413 県外 パナソニックＬＳエンジニアリング（株）近畿支店 0800 電気 特

1413 県外 パナソニックＬＳエンジニアリング（株）近畿支店 0900 管 特

1413 県外 パナソニックＬＳエンジニアリング（株）近畿支店 2200 電気通信 特

794 県外 パナソニックコネクト（株）現場ｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ　西日本支社 0800 電気 特

794 県外 パナソニックコネクト（株）現場ｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ　西日本支社 2200 電気通信 特

1668 県外 パナソニック産機システムズ（株）近畿支店 0900 管 特

1164 県外 （株）原田鑿井設備工業所 2000 機械器具設置 特

1164 県外 （株）原田鑿井設備工業所 2400 さく井 特

1564 県外 阪神園芸（株） 0100 土木一式 特

1564 県外 阪神園芸（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

1564 県外 阪神園芸（株） 2300 造園 特

2262 県外 阪神ケーブルエンジニアリング（株） 0800 電気 特

2262 県外 阪神ケーブルエンジニアリング（株） 2200 電気通信 特

1834 県外 （株）阪電工京都営業所 0800 電気 特
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2266 県外 ヒカリ（株） 0100 土木一式 特

2266 県外 ヒカリ（株） 0500 とび・土工・コンクリート 特

2266 県外 ヒカリ（株） 1300 ほ装 特

1554 県外 （株）久本組 0100 土木一式 特

1554 県外 （株）久本組 0200 建築一式 特

1554 県外 （株）久本組 0500 とび・土工・コンクリート 特

1069 県外 （株）日立国際電気西日本支社 2200 電気通信 特

274 県外 （株）日立製作所京都支店 0800 電気 特

274 県外 （株）日立製作所京都支店 2200 電気通信 特

201 県外 日立造船（株） 2000 機械器具設置 特

201 県外 日立造船（株） 2600 水道施設 特

201 県外 日立造船（株） 2800 清掃施設 特

750 県外 （株）日立ビルシステム関西支社 0800 電気 特

750 県外 （株）日立ビルシステム関西支社 0900 管 特

750 県外 （株）日立ビルシステム関西支社 2000 機械器具設置 特

1611 県外 （株）日立プラントサービス関西支店 0900 管 特

1611 県外 （株）日立プラントサービス関西支店 2000 機械器具設置 特

1611 県外 （株）日立プラントサービス関西支店 2600 水道施設 特

2258 県外 ヒビノスペーステック（株）大阪営業所 2200 電気通信 特

2112 県外 （株）フジカワ 0500 とび・土工・コンクリート 一

2112 県外 （株）フジカワ 2300 造園 一

1568 県外 （株）藤木工務店京都支店 0200 建築一式 特

223 県外 （株）富士グリーンテック西日本支店 0100 土木一式 特

223 県外 （株）富士グリーンテック西日本支店 1300 ほ装 特

223 県外 （株）富士グリーンテック西日本支店 2300 造園 特

1061 県外 富士産業（株）京滋支店 0200 建築一式 特

341 県外 （株）フジタ大阪支店 0100 土木一式 特

341 県外 （株）フジタ大阪支店 0200 建築一式 特

341 県外 （株）フジタ大阪支店 2600 水道施設 特

1128 県外 富士通Ｊａｐａｎ（株）大阪第一統括ビジネス部 0800 電気 一

1128 県外 富士通Ｊａｐａｎ（株）大阪第一統括ビジネス部 2200 電気通信 特

785 県外 （株）富士通ゼネラル近畿情報通信ネットワーク営業部 2200 電気通信 特

100 県外 富士通ネットワークソリューションズ（株）関西事業所 0800 電気 特

100 県外 富士通ネットワークソリューションズ（株）関西事業所 2200 電気通信 特

1408 県外 フジテック（株）京滋支店 2000 機械器具設置 特

1598 県外 不二熱学サービス（株）京都支店 0900 管 特

650 県外 富士古河Ｅ＆Ｃ（株）西日本支社 0800 電気 特

650 県外 富士古河Ｅ＆Ｃ（株）西日本支社 0900 管 特

650 県外 富士古河Ｅ＆Ｃ（株）西日本支社 2200 電気通信 特

1787 県外 （株）フジヤ 1900 内装仕上 特

242 県外 （株）フソウ大阪支社 0100 土木一式 特

242 県外 （株）フソウ大阪支社 2000 機械器具設置 特

242 県外 （株）フソウ大阪支社 2600 水道施設 特

2120 県外 扶桑管工業（株） 0900 管 特

714 県外 扶桑電通（株）関西支店 2200 電気通信 特

1479 県外 （株）不動テトラ大阪本店 0100 土木一式 特

1479 県外 （株）不動テトラ大阪本店 0500 とび・土工・コンクリート 特

1479 県外 （株）不動テトラ大阪本店 2600 水道施設 特

2214 県外 文化シャッターサービス（株）関西サービス支店 1900 内装仕上 一

2214 県外 文化シャッターサービス（株）関西サービス支店 2500 建具 一

1567 県外 （株）HEXEL　Works大阪支店 0800 電気 特

1780 県外 （株）ベルテクノ 0100 土木一式 特
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1780 県外 （株）ベルテクノ 1100 鋼構造物 特

1780 県外 （株）ベルテクノ 2600 水道施設 特

1100 県外 豊国工業（株）関西支店 1100 鋼構造物 特

1100 県外 豊国工業（株）関西支店 2000 機械器具設置 特

1663 県外 北菱電興（株） 0800 電気 特

1663 県外 北菱電興（株） 2000 機械器具設置 特

1663 県外 北菱電興（株） 2200 電気通信 特

356 県外 （株）前澤エンジニアリングサービス大阪営業所 1100 鋼構造物 特

356 県外 （株）前澤エンジニアリングサービス大阪営業所 2000 機械器具設置 特

356 県外 （株）前澤エンジニアリングサービス大阪営業所 2600 水道施設 特

696 県外 前澤工業（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

696 県外 前澤工業（株）大阪支店 2600 水道施設 特

6 県外 前田建設工業（株）京滋営業所 0100 土木一式 特

6 県外 前田建設工業（株）京滋営業所 0200 建築一式 特

6 県外 前田建設工業（株）京滋営業所 2805 解体 特

160 県外 松井建設（株）京都営業所 0200 建築一式 特

2213 県外 松尾建設（株）大阪支店 0100 土木一式 一

2213 県外 松尾建設（株）大阪支店 0200 建築一式 一

1614 県外 （株）松村組大阪本店 0100 土木一式 特

1614 県外 （株）松村組大阪本店 0200 建築一式 特

188 県外 （株）松村電機製作所関西支店 0800 電気 特

1622 県外 （株）丸島アクアシステム 1100 鋼構造物 特

1622 県外 （株）丸島アクアシステム 2000 機械器具設置 特

1622 県外 （株）丸島アクアシステム 2600 水道施設 特

1795 県外 （株）丸徳鉄工 1100 鋼構造物 特

1795 県外 （株）丸徳鉄工 2000 機械器具設置 一

247 県外 丸茂電機（株）大阪営業所 0800 電気 特

1332 県外 ミザック（株） 0100 土木一式 特

1332 県外 ミザック（株） 0900 管 特

1332 県外 ミザック（株） 2000 機械器具設置 一

22 県外 （株）水処理管理センター 0900 管 一

22 県外 （株）水処理管理センター 2000 機械器具設置 一

22 県外 （株）水処理管理センター 2600 水道施設 一

1606 県外 美津濃（株） 0100 土木一式 特

1606 県外 美津濃（株） 1300 ほ装 特

1606 県外 美津濃（株） 2300 造園 特

263 県外 水穂工業（株） 0800 電気 一

1562 県外 （株）ミゾタ大阪支店 1100 鋼構造物 特

1562 県外 （株）ミゾタ大阪支店 2000 機械器具設置 特

1562 県外 （株）ミゾタ大阪支店 2600 水道施設 特

150 県外 三井住友建設（株）大阪支店 0100 土木一式 特

150 県外 三井住友建設（株）大阪支店 0200 建築一式 特

150 県外 三井住友建設（株）大阪支店 2600 水道施設 特

705 県外 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 0800 電気 特

705 県外 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 0900 管 特

705 県外 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 2000 機械器具設置 特

1672 県外 宮地エンジニアリング（株）関西支社 0100 土木一式 特

1672 県外 宮地エンジニアリング（株）関西支社 0500 とび・土工・コンクリート 特

1672 県外 宮地エンジニアリング（株）関西支社 1100 鋼構造物 特

772 県外 みらい建設工業（株）大阪支店 0100 土木一式 特

311 県外 （株）ミライト関西支店 0100 土木一式 特

311 県外 （株）ミライト関西支店 0800 電気 特
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311 県外 （株）ミライト関西支店 2200 電気通信 特

85 県外 （株）ミライト・テクノロジーズ京都支店 2200 電気通信 特

1736 県外 村本建設（株）京都営業所 0100 土木一式 特

1736 県外 村本建設（株）京都営業所 0200 建築一式 特

2026 県外 名工建設（株）大阪支店 0100 土木一式 特

2026 県外 名工建設（株）大阪支店 0200 建築一式 特

2227 県外 名三工業（株） 0800 電気 特

2227 県外 名三工業（株） 2200 電気通信 特

2227 県外 名三工業（株） 2600 水道施設 一

1737 県外 名鉄ＥＩエンジニア（株） 0200 建築一式 特

1737 県外 名鉄ＥＩエンジニア（株） 0800 電気 特

1737 県外 名鉄ＥＩエンジニア（株） 2200 電気通信 特

1853 県外 （株）明電エンジニアリング関西支社 0800 電気 特

1409 県外 （株）明電舎関西支社 0800 電気 特

1409 県外 （株）明電舎関西支社 2000 機械器具設置 特

1409 県外 （株）明電舎関西支社 2200 電気通信 特

1086 県外 メタウォーター（株）関西営業部 0800 電気 特

1086 県外 メタウォーター（株）関西営業部 2000 機械器具設置 特

1086 県外 メタウォーター（株）関西営業部 2200 電気通信 特

286 県外 （株）森川鑿泉工業所 0900 管 一

286 県外 （株）森川鑿泉工業所 2400 さく井 一

1386 県外 （株）森組大阪本店 0100 土木一式 特

1386 県外 （株）森組大阪本店 0200 建築一式 特

1540 県外 （株）森田鉄工所大阪営業支店 1100 鋼構造物 特

1540 県外 （株）森田鉄工所大阪営業支店 2000 機械器具設置 特

1540 県外 （株）森田鉄工所大阪営業支店 2600 水道施設 特

748 県外 森松工業（株） 1100 鋼構造物 特

748 県外 森松工業（株） 2600 水道施設 特

1219 県外 （株）森本組大阪支店 0100 土木一式 特

1219 県外 （株）森本組大阪支店 0200 建築一式 特

1219 県外 （株）森本組大阪支店 2600 水道施設 特

1861 県外 柳生設備（株） 0800 電気 特

1861 県外 柳生設備（株） 0900 管 特

1861 県外 柳生設備（株） 2000 機械器具設置 一

244 県外 （株）安川電機大阪支店 0800 電気 特

1864 県外 矢田工業（株）大阪支店 0100 土木一式 特

1864 県外 矢田工業（株）大阪支店 1100 鋼構造物 特

1864 県外 矢田工業（株）大阪支店 2600 水道施設 特

169 県外 八千代電設工業（株） 0800 電気 特

169 県外 八千代電設工業（株） 2200 電気通信 特

1859 県外 矢野建設（株） 0100 土木一式 特

1859 県外 矢野建設（株） 0200 建築一式 特

1859 県外 矢野建設（株） 1300 ほ装 特

1314 県外 （株）山西サク井設備 2400 さく井 特

1555 県外 ヤマハサウンドシステム（株）名古屋営業所 2200 電気通信 特

1245 県外 ヤンマーエネルギーシステム（株）大阪支社 0800 電気 特

1245 県外 ヤンマーエネルギーシステム（株）大阪支社 0900 管 特

1245 県外 ヤンマーエネルギーシステム（株）大阪支社 2000 機械器具設置 一

1267 県外 横河ソリューションサービス（株）関西支社 0800 電気 特

1267 県外 横河ソリューションサービス（株）関西支社 2000 機械器具設置 特

1267 県外 横河ソリューションサービス（株）関西支社 2200 電気通信 特

2200 県外 （株）四電工大阪本部 0800 電気 特
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2200 県外 （株）四電工大阪本部 0900 管 特

2200 県外 （株）四電工大阪本部 2700 消防施設 一

1472 県外 ライト工業（株）西日本支社 0500 とび・土工・コンクリート 特

1472 県外 ライト工業（株）西日本支社 1100 鋼構造物 特

485 県外 （株）洛南エンジニアリング 0800 電気 特

485 県外 （株）洛南エンジニアリング 2200 電気通信 特

485 県外 （株）洛南エンジニアリング 2600 水道施設 特

1790 県外 （株）理研グリーン大阪支店 0100 土木一式 特

1790 県外 （株）理研グリーン大阪支店 2300 造園 特

253 県外 理水化学（株）大阪支店 2000 機械器具設置 特

253 県外 理水化学（株）大阪支店 2600 水道施設 特

143 県外 りんかい日産建設（株）大阪支店 0100 土木一式 特

143 県外 りんかい日産建設（株）大阪支店 0200 建築一式 特

143 県外 りんかい日産建設（株）大阪支店 2600 水道施設 特
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462 市本 （有）アイ設計 滋賀県東近江市青野町4604番地1

457 市本 （有）エム・ユー建築企画 滋賀県東近江市中小路町641番地2

813 市本 ケイエスコンサルタンツ（株） 滋賀県東近江市平林町664番地

448 市本 瑞晃建築事務所 滋賀県東近江市八日市浜野町8-6

747 市本 （有）テクノワーク 滋賀県東近江市北坂町635番地1

864 市本 中川建築事務所 滋賀県東近江市佐野町420番地24

433 市本 中村測量設計事務所 滋賀県東近江市糠塚町103番地

435 市本 （株）野田建築設計事務所 滋賀県東近江市中野町800-1

1031 市本 （株）ハンズ 滋賀県東近江市能登川町581

439 市本 メール設計 滋賀県東近江市昭和町1057番地の2

438 市営 （有）エルデ企画東淡海支店 滋賀県東近江市市辺町3834番地

440 市営 （株）上智近畿支店 滋賀県東近江市宮川町651-31

10 市営 （株）地域計画建築研究所滋賀営業所 滋賀県東近江市八日市本町9-14

379 市営 橋本技術（株）東近江営業所 滋賀県東近江市五個荘奥町708-2

136 県本 アーステック（株） 滋賀県長浜市口分田町789番地１

916 県本 あおばアプレイザル 滋賀県大津市におの浜2-2-5 1008

840 県本 （株）アビエルタ建築・都市 滋賀県彦根市芹橋一丁目5番30

1047 県本 （合）アルファー・win・アプレイザーズ 滋賀県大津市竜が丘30-15-215

574 県本 一級建築士事務所　田中建築設計 滋賀県蒲生郡竜王町山之上2178

221 県本 （株）石居設計 滋賀県彦根市野瀬町37-1

609 県本 井島建築設計事務所 滋賀県湖南市柑子袋768-3

169 県本 （株）岩佐建築設計事務所 滋賀県大津市玉野浦6番38号

407 県本 （株）内堀建築設計事務所 滋賀県栗東市手原四丁目8番20号

503 県本 （株）エー・アンド・エフ総合計画 滋賀県野洲市永原711-3

953 県本 （有）ＥＳ　Ｃｕｂｅ 滋賀県米原市宇賀野63番10

421 県本 （株）エヌ・アイ・エヌコンサルタント 滋賀県甲賀市水口町水口6141番地3

885 県本 （株）ＮＰＯ総合設計 滋賀県近江八幡市鷹飼町456番地3

446 県本 （株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央一丁目6番11号

1010 県本 ｍｔｓ一級建築士事務所 滋賀県守山市三宅町1027-4Rooｔコワーキングスペース内

155 県本 （株）オースギ 滋賀県彦根市高宮町1489番地6

570 県本 オオサワ（株） 滋賀県米原市間田395

425 県本 （株）大村建築設計事務所 滋賀県長浜市南呉服町7番13号

1018 県本 （株）大森商会 滋賀県甲賀市土山町北土山536

533 県本 （株）岡村設計 滋賀県甲賀市水口町虫生野虹の町136

159 県本 （株）片淵建築事務所 滋賀県甲賀市水口町水口261番地

154 県本 （株）ヤスザワ設計 滋賀県彦根市立花町2-2

372 県本 （株）環境空間設計 滋賀県長浜市公園町8-36

171 県本 環境設計（株） 滋賀県大津市大萱1丁目17-20

442 県本 （株）関西技研 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場515番地

914 県本 （株）共和設計事務所 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川３４６番地１

395 県本 キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030番地

472 県本 近畿設計測量（株） 滋賀県大津市湖城が丘32番3号

377 県本 金城測量設計（株） 滋賀県彦根市正法寺町77番地の4

362 県本 計画工房Ｉ．Ｔ（株） 滋賀県彦根市城町一丁目7番14号

186 県本 （株）京滋設計 滋賀県草津市北大萱町576-3

912 県本 建築事務所　環境デザイン 滋賀県草津市西渋川１－１１－３ＫＭビル４階

785 県本 ケント設備設計事務所 滋賀県彦根市芹川町1212ライオンズマンション113号

420 県本 （株）甲西測量 滋賀県湖南市三雲1051番地5

374 県本 （株）国土地建 滋賀県甲賀市水口町東名坂38番地3

371 県本 湖北エンジニアリング（株） 滋賀県長浜市宮司町274-1

208 県本 （株）湖北設計 滋賀県米原市下多良一丁目39番地

220 県本 （株）込山建築設計事務所 滋賀県近江八幡市出町128番地の6

測量・建設コンサルタント一覧
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1019 県本 （株）コンソリューション鑑定 滋賀県近江八幡市上田町1474

710 県本 後藤平建築事務所 滋賀県栗東市林73番地

994 県本 （有）サム建築デザイン 滋賀県草津市野村一丁目18番10号良美ビル1F

709 県本 沢田建築設計（有） 滋賀県近江八幡市小幡町上32-1

128 県本 （株）サンセイ 滋賀県大津市木下町15番19号

836 県本 三和総合設計（株） 滋賀県大津市滋賀里四丁目11番3号

162 県本 滋賀県建築設計監理事業協同組合 滋賀県大津市中央三丁目４番２８号第弐ワークスワン3階302号室

578 県本 （株）滋賀ソイルコンサルタント 滋賀県大津市茶が崎3丁目6-1401

463 県本 （株）滋賀測量設計事務所 滋賀県甲賀市甲賀町相模490番地1

396 県本 滋賀北部測量設計協同組合 滋賀県長浜市南浜町1138番地5

703 県本 （株）白川測量設計事務所 滋賀県大津市唐崎一丁目25番4号

179 県本 （株）新洲 滋賀県栗東市安養寺一丁目1番24号

822 県本 （株）新日本鑑定法人 滋賀県大津市大谷町27番13号

360 県本 （株）新明 滋賀県米原市下多良二丁目79

217 県本 （株）ジオ・クリニック 滋賀県長浜市桜町257番地3

917 県本 杉本設備設計事務所 滋賀県甲賀市甲南町葛木１０３６－１

441 県本 （株）鈴鹿設計事務所 滋賀県大津市真野二丁目27番4号

168 県本 正和設計（株） 滋賀県大津市打出浜3番7号

172 県本 （株）田中綜合設計 滋賀県大津市梅林一丁目4番15号滋賀県教育会館内

466 県本 第一設計監理（株） 滋賀県湖南市中央一丁目6番地

572 県本 大英測量設計（株） 滋賀県甲賀市水口町新城232番地1

1008 県本 つつみ不動産鑑定（株） 滋賀県長浜市神照町544番地8

583 県本 （株）東亜設計 滋賀県甲賀市甲南町森尻388番地

519 県本 （株）土質工学 滋賀県大津市見世一丁目2番19号

376 県本 土質コンサル（株） 滋賀県大津市大将軍三丁目8番14号

216 県本 （株）中田設計 滋賀県近江八幡市桜宮町216-4

811 県本 （同）鳰不動産鑑定 滋賀県野洲市小篠原2101-2風異音素テナント4Ｂ

199 県本 （株）西日本技術コンサルタント 滋賀県草津市矢橋町字御種子池649番地

579 県本 （有）西村測量設計 滋賀県蒲生郡竜王町小口1251番地62

415 県本 日本環境設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4723番地

1048 県本 （有）野﨑不動産鑑定事務所 滋賀県高島市今津町中沼1丁目5番17

603 県本 浜エンジニアリング（株） 滋賀県長浜市八幡東町617番地の4

406 県本 彦根鑿泉（株） 滋賀県彦根市森堂町147番地

355 県本 日の出測量設計（株） 滋賀県栗東市小野441番地3

520 県本 （株）ビルディング・コンサルタントワイズ 滋賀県大津市におの浜3丁目4番48号

1057 県本 びわこエンジニアリング（株） 滋賀県大津市木下町17番12号

382 県本 双葉建設（株） 滋賀県甲賀市甲南町池田3446番地3

209 県本 （株）丸山建築事務所 滋賀県大津市梅林一丁目11番17号

185 県本 （株）水原建築設計事務所 滋賀県彦根市長曽根南町443番地

178 県本 村上興業（株） 滋賀県甲賀市水口町南林口6番地

577 県本 （有）村木アセット・コンサルタンツ 滋賀県大津市御殿浜19番10号

354 県本 （株）モリタ 滋賀県大津市打出浜6番9号

434 県本 森野設計（株） 滋賀県草津市西渋川一丁目16-43ジュエル草津　1階

876 県本 （株）山内不動産鑑定所 滋賀県草津市草津三丁目13番53号

351 県本 （株）豊建築設計事務所 滋賀県長浜市神照町696番地の5

358 県本 和田設備設計事務所 滋賀県近江八幡市北之庄町1230-10

661 県営 （株）アーバンパイオニア設計滋賀営業所 滋賀県大津市花園町14-1

41 県営 （株）アイテクノ滋賀事務所 滋賀県大津市観音寺12-34-202

873 県営 （株）葵エンジニアリング滋賀営業所 滋賀県蒲生郡竜王町大字川上81番地

82 県営 朝日航洋（株）滋賀支店 滋賀県大津市中央三丁目1番8号

118 県営 アジア航測（株）滋賀営業所 滋賀県大津市梅林一丁目3番25号1st森田ビル7Ｆ

508 県営 （株）阿波設計事務所滋賀支店 滋賀県大津市瀬田大江町13番地の20
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669 県営 いであ（株）滋賀営業所 滋賀県大津市馬場二丁目6番12号

388 県営 （株）ウエスコ滋賀営業所 滋賀県草津市矢橋町650-2

142 県営 （株）エース滋賀営業所 滋賀県大津市南小松157

682 県営 （株）エイテック滋賀営業所 滋賀県大津市松陽四丁目3番3号

177 県営 （株）エイト日本技術開発滋賀事務所 滋賀県大津市梅林1丁目15番30号

998 県営 （株）エステム滋賀営業所 滋賀県米原市長岡1532

636 県営 （株）エヌイーエス滋賀事務所 滋賀県大津市梅林二丁目3番16号

116 県営 （株）ＮＪＳ滋賀出張所 滋賀県甲賀市水口町新城785-58

1012 県営 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）滋賀支店 滋賀県大津市浜大津1-1-26

364 県営 応用地質（株）京滋営業所 滋賀県大津市京町四丁目4番23号

25 県営 大阪エンジニアリング（株）滋賀支店 滋賀県長浜市平方南町105番地

640 県営 （株）オオバ滋賀営業所 滋賀県近江八幡市安土町小中198-1

346 県営 （株）オリエンタルコンサルタンツ滋賀事務所 滋賀県大津市梅林1丁目15-30林ビル本店

850 県営 オリジナル設計（株）滋賀営業所 滋賀県大津市松原町12-1大津石山小堀ビル

887 県営 （株）オリンピアコンサルタント滋賀営業所 滋賀県大津市平津1-11-11マミーハウス202

325 県営 開発虎ノ門コンサルタント（株）滋賀営業所 滋賀県草津市草津四丁目2番28号

874 県営 川崎地質（株）滋賀事務所 滋賀県大津市大萱３丁目８番５号

986 県営 （株）環境総合リサーチ滋賀営業所 滋賀県大津市中央三丁目2番1号

2 県営 （株）かんこう滋賀営業所 滋賀県大津市御幸町４番７号アネックスＫ203

173 県営 関西技術コンサルタント（株）滋賀事務所 滋賀県蒲生郡日野町村井1193番地

129 県営 （株）関西総合鑑定所大津事務所 滋賀県大津市京町三丁目2番10号京町アークビル4階

824 県営 （株）寛設計事務所滋賀営業所 滋賀県湖南市中央5丁目72番1

886 県営 （株）京都イングス滋賀営業所 滋賀県大津市別保二丁目9番11号

385 県営 （株）共同技術コンサルタント滋賀営業所 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野581番地1

766 県営 （株）橋梁コンサルタント滋賀事務所 滋賀県大津市湖青2丁目7番3号

668 県営 （株）協和コンサルタンツ滋賀営業所 滋賀県大津市南郷２丁目13番39号

152 県営 （株）極東技工コンサルタント滋賀事務所 滋賀県大津市南志賀4丁目4番22-201号

841 県営 （株）キクチコンサルタント滋賀営業所 滋賀県草津市若竹町1番3号吉岡ビル4階10号

157 県営 基礎地盤コンサルタンツ（株）滋賀事務所 滋賀県大津市御陵町5番6号

1053 県営 （株）キミコン滋賀営業所 滋賀県長浜市東上坂町812-1

771 県営 近畿技術コンサルタンツ（株）滋賀営業所 滋賀県大津市中央二丁目3番26号

849 県営 （一社）近畿建設協会琵琶湖支所 滋賀県大津市大江2-12-11エル・エイスクエア瀬田ビル1F

143 県営 （株）キンキ地質センター滋賀事務所 滋賀県大津市京町四丁目5番13号

265 県営 （株）近代設計滋賀営業所 滋賀県大津市梅林1丁目15-30

662 県営 （株）技研滋賀営業所 滋賀県近江八幡市中村町10番13号

618 県営 （株）倉田総合鑑定滋賀営業所 滋賀県大津市におの浜３丁目３番１号

842 県営 京福コンサルタント（株）滋賀支店 滋賀県大津市木戸170番地の1

252 県営 （株）建設技術研究所滋賀事務所 滋賀県大津市中央3-2-1

1050 県営 構造物設計（株）滋賀営業所 滋賀県彦根市芹橋1-8-5

596 県営 国際航業（株）滋賀営業所 滋賀県大津市におの浜二丁目1番48号におの浜森田ビル3

205 県営 （株）国土開発センター京滋営業所 滋賀県草津市東矢倉一丁目2の2東矢倉ビル3F

22 県営 （株）産業工学研究所滋賀営業所 滋賀県大津市坂本二丁目3番47号

923 県営 サンコーコンサルタント（株）滋賀営業所 滋賀県大津市逢坂1丁目6番15号第2協和ビル

79 県営 （株）三水コンサルタント滋賀事務所 滋賀県守山市大林町279

182 県営 （株）サンワコン滋賀支店 滋賀県守山市伊勢町655番地

196 県営 （株）三和綜合コンサル滋賀支店 滋賀県大津市中央2丁目1番6-102号

56 県営 写測エンジニアリング（株）滋賀営業所 滋賀県彦根市長曽根南町442アドニス・ベルロード106号室

854 県営 （株）修成建設コンサルタント滋賀事務所 滋賀県大津市滋賀里四丁目17番4号

913 県営 （株）ＣＴＩウイング滋賀事務所 滋賀県大津市中央三丁目２番１号

882 県営 （株）四門滋賀営業所 滋賀県草津市笠山四丁目7-7

78 県営 （株）信栄補償設計滋賀事務所 滋賀県大津市におの浜3丁目4番40号400

1014 県営 （株）新日関西営業所 滋賀県甲賀市信楽町黄瀬1377
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599 県営 新日本設計（株）滋賀営業所 滋賀県草津市草津一丁目4-4

515 県営 ジェイアール西日本コンサルタンツ（株）滋賀営業所 滋賀県大津市京町4-5-13

880 県営 （株）ジオ滋賀営業所 滋賀県湖南市中央五丁目168

404 県営 （株）スリーエスコンサルタンツ滋賀営業所 滋賀県大津市京町4丁目5-13

297 県営 セントラルコンサルタント（株）滋賀営業所 滋賀県大津市御幸町5番27号

373 県営 全国農業協同組合連合会滋賀県本部 滋賀県野洲市小篠原大岩山5-2

1052 県営 （株）創建滋賀支店 滋賀県大津市中央三丁目2番1号

752 県営 （株）総合環境計画滋賀事務所 滋賀県守山市三宅町50番22号

962 県営 （株）綜合技術コンサルタント滋賀事務所 滋賀県大津市中央２丁目４番２８号

614 県営 玉野総合コンサルタント（株）滋賀事務所 滋賀県大津市御幸町5-29

202 県営 第一復建（株）滋賀事務所 滋賀県大津市京町四丁目5番23号

884 県営 （株）大建技術コンサルタンツ京滋支店 滋賀県甲賀市水口町虫生野中央25番地

792 県営 大日本コンサルタント（株）滋賀営業所 滋賀県大津市御幸町５番27号

717 県営 大日コンサルタント（株）滋賀事務所 滋賀県大津市御幸町5番27号

132 県営 （株）ダイヤコンサルタント滋賀事務所 滋賀県大津市梅林1丁目3番25号

888 県営 大和リース（株）滋賀支店 滋賀県守山市勝部四丁目2番10号

742 県営 （株）中央クリエイト滋賀営業所 滋賀県大津市梅林2-1-28

64 県営 （株）中央設計技術研究所滋賀事務所 滋賀県草津市野村七丁目２番１号ヴィラヤマナカ３０６号室

608 県営 中央復建コンサルタンツ（株）滋賀営業所 滋賀県大津市中央三丁目2-1セザール大津森田ビル

1032 県営 （株）中部設計滋賀営業所 滋賀県湖南市岩根3477

296 県営 （株）長大滋賀営業所 滋賀県大津市御陵町5番6号

181 県営 （株）地域未来研究所滋賀営業所 滋賀県大津市本宮二丁目41番4号

744 県営 （株）テイコク滋賀営業所 滋賀県米原市入江281-1

243 県営 （株）テクノス電子企画滋賀営業所 滋賀県長浜市八幡東町266-1

237 県営 （株）東京建設コンサルタント滋賀営業所 滋賀県大津市中央２－４－１１２F－B

219 県営 東邦地水（株）滋賀営業所 滋賀県大津市月輪二丁目18番2号

298 県営 東洋技研コンサルタント（株）滋賀営業所 滋賀県大津市石山寺4丁目25-5A109

309 県営 （株）東洋設計滋賀営業所 滋賀県彦根市高宮町1543-8

332 県営 東和コンサルタント（株）滋賀営業所 滋賀県草津市西矢倉三丁目６番７－３号　ｉリバービル西矢倉１Ｆ１０１号室

134 県営 内外エンジニアリング（株）滋賀営業所 滋賀県草津市若竹町4-15角三ビル

140 県営 中日本建設コンサルタント（株）滋賀事務所 滋賀県大津市際川三丁目25番9号

1035 県営 ナチュラルコンサルタント（株）滋賀営業所 滋賀県守山市浮気町300-15

638 県営 （株）浪速技研コンサルタント滋賀営業所 滋賀県草津市若草三丁目10-11

750 県営 南海測量設計（株）滋賀営業所 滋賀県大津市本堅田四丁目15番13号プラザ堅田駅前801号

604 県営 （株）ニュージェック滋賀事務所 滋賀県大津市梅林二丁目3番16号松風ビル2F

144 県営 （株）日建技術コンサルタント滋賀事務所 滋賀県大津市長等二丁目6番5号リエス浜大津

285 県営 （株）日建設計シビル滋賀営業所 滋賀県大津市京町四丁目５番１３号

174 県営 （株）日産技術コンサルタント滋賀事務所 滋賀県長浜市高月町井口1433番地

353 県営 （株）日匠設計滋賀事務所 滋賀県湖南市中央二丁目95

50 県営 （株）日新技術コンサルタント滋賀出張所 滋賀県高島市今津町桜町二丁目5番地1

84 県営 （株）日水コン滋賀事務所 滋賀県守山市梅田町2-1

26 県営 （株）ＮＩＳＳＯ大津営業所 滋賀県大津市唐崎四丁目1番5号

834 県営 ニチレキ（株）滋賀営業所 滋賀県守山市勝部四丁目2番17号

150 県営 （株）日本インシーク滋賀営業所 滋賀県栗東市野尻75

8 県営 日本技術サービス（株）滋賀事務所 滋賀県大津市桜野町一丁目7番7号

91 県営 日本工営（株）滋賀事務所 滋賀県大津市御幸町5番29号

851 県営 （株）日本構造橋梁研究所滋賀営業所 滋賀県大津市下阪本三丁目20番15号

117 県営 日本振興（株）滋賀事務所 滋賀県大津市中央2丁目3-26E-3

602 県営 日本水工設計（株）滋賀事務所 滋賀県草津市平井二丁目6番16号

175 県営 日本物理探鑛（株）滋賀営業所 滋賀県大津市仰木の里四丁目13-2-204

195 県営 日本メンテナスエンジニヤリング（株）滋賀支店 滋賀県彦根市駅東町８番地７

259 県営 （株）八州滋賀営業所 滋賀県蒲生郡日野町日田75番地1
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312 県営 （株）浜名技術コンサルタント滋賀事務所 滋賀県大津市中央1丁目5-25

786 県営 （株）播磨設計コンサルタント滋賀営業所 滋賀県大津市木下町5番3号

214 県営 （株）阪神コンサルタンツ滋賀営業所 滋賀県大津市南郷四丁目14番30号

192 県営 パシフィックコンサルタンツ（株）滋賀事務所 滋賀県大津市梅林一丁目4番1号

184 県営 （株）パスコ滋賀支店 滋賀県大津市梅林一丁目3番10号

114 県営 （株）ファノバ滋賀営業所 滋賀県大津市馬場二丁目6-12-301

765 県営 （株）復建エンジニヤリング滋賀事務所 滋賀県大津市大萱二丁目35番6号

999 県営 （株）復建技術コンサルタント滋賀事務所 滋賀県大津市中央１丁目８番３２号

203 県営 復建調査設計（株）滋賀事務所 滋賀県大津市梅林二丁目1番28号

853 県営 （株）吹上技研コンサルタント滋賀営業所 滋賀県高島市今津町松陽台一丁目21-11

24 県営 福田総合コンサルタント（株）滋賀営業所 滋賀県近江八幡市日吉野町６００－５３

833 県営 （株）平和ＩＴＣ滋賀営業所 滋賀県大津市一里山３丁目17-28-104

852 県営 （株）北斗エス・イー・シー滋賀事務所 滋賀県守山市古高町31番地8

366 県営 牧草総合設計（株）滋賀支店 滋賀県彦根市大東町13番1号上野第２ビル

51 県営 （株）間瀬コンサルタント滋賀営業所 滋賀県近江八幡市出町653

37 県営 三井共同建設コンサルタント（株）滋賀営業所 滋賀県大津市京町四丁目５番１３号澤甚本館ビル202-Ａ号室

926 県営 明治コンサルタント（株）滋賀営業所 滋賀県大津市石山寺3-29-26

282 県営 八千代エンジニヤリング（株）滋賀事務所 滋賀県大津市京町四丁目5番13号

213 県営 （株）ユーズ滋賀支店 滋賀県草津市西渋川一丁目4-6

981 県営 （株）ランド・コンサルタント大津営業所 滋賀県大津市栄町21-12

1041 県営 （株）ワカサコンサル近江八幡支店 滋賀県近江八幡市西本郷町東1-14

695 県営 若鈴コンサルタンツ（株）滋賀営業所 滋賀県近江八幡市馬渕町709

487 県外 （株）アール・アイ・エー大阪支社 大阪府大阪市北区堂山町3-3

111 県外 （株）ＩＮＡ新建築研究所西日本支社 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目5番33号新大阪飯田ビル

1054 県外 （株）アイコン 大阪府羽曳野市誉田3丁目14番16号

728 県外 （株）あい設計大阪支社 大阪府大阪市北区西天満5丁目1-9大和地所南森町ビル２F

692 県外 アイレック技建（株）西日本営業本部 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17

894 県外 （株）アクセス京都営業所 京都府木津川市木津瓦谷18-8

553 県外 （株）アコード 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-14

193 県外 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング関西支社 大阪府大阪市福島区海老江5丁目2番2号

110 県外 （株）梓設計関西支社 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1-90梅田スカイビルガーデンファイブ

1034 県外 安西工業（株） 兵庫県神戸市西区上新地三丁目3番1号

729 県外 （株）イ・エス・エス 東京都文京区小石川一丁目1番17号

88 県外 （株）石本建築事務所大阪オフィス 大阪府大阪市中央区南本町2-6-12サンマリオンNBFタワー

475 県外 （株）伊藤喜三郎建築研究所大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜1丁目1-10

254 県外 （株）イビソク関西支店 京都府京都市伏見区竹田田中殿町86

897 県外 （株）浦野設計関西支社 大阪府大阪市中央区谷町二丁目2番20号大手前類第一ビル10階

7 県外 （株）浦辺設計 大阪府大阪市中央区北浜二丁目1-26北浜松岡ビル内

868 県外 （株）エックス都市研究所大阪支店 大阪府大阪市淀川区中島五丁目9番1号新大阪花村ビル8F

715 県外 （株）栄和設計事務所 大阪府大阪市福島区福島5丁目17番21号

94 県外 （株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4

730 県外 （株）エヌ・イーサポート大阪支店 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目4番10号

778 県外 エヌエス環境（株）西日本支社 大阪府吹田市垂水町2-36-27

1012 県外 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 東京都中央区東日本橋1-8-1

427 県外 ＮＴＣコンサルタンツ（株）近畿支社 京都府京都市中京区三条通河原町東入中島町78番地

898 県外 （株）ＮＴＴファシリティーズ関西事業本部 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目4番14号

1023 県外 （株）遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町1-9-11大鵬ビル4階

317 県外 （株）大阪水道工業会研究所 大阪府大阪市北区天神橋3丁目6-26

288 県外 （株）オキココーポレーション 大阪府大阪市北区国分寺1丁目3-4

1049 県外 金下建設（株） 京都府宮津市須津471-1

546 県外 （株）環境科学研究所 愛知県名古屋市北区若鶴町152

242 県外 （株）環境技術研究所京滋営業所 京都府京都市中京区笹屋町４４２－１－４０１
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1033 県外 （株）環境事業計画研究所 京都府京都市上京区多門町440-6

3 県外 環境設計（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目4-2

552 県外 （株）環境デザイン研究所 東京都港区六本木5-12-22

115 県外 （株）関西エンジニヤリング大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島6-7-3第6新大阪ビル3F

534 県外 （株）関西シビルコンサルタント 大阪府大阪市淀川区西中島五5丁目4-20

610 県外 （株）関西土木技術センター 京都府京都市伏見区竹田中島町5

866 県外 カンゼ航測（株） 大阪府大阪市中央区南船場一丁目7番8号

1038 県外 （株）KANSOテクノス 大阪府大阪市中央区安土町１丁目３番５号

1029 県外 （株）管総研 兵庫県尼崎市浜1丁目1-1

247 県外 協和設計（株） 大阪府茨木市丑寅2丁目1番34号

992 県外 （株）気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番5号

1044 県外 （株）キノアーキテクツ 東京都新宿区下落合二丁目16番2号

908 県外 近畿都市整備（株） 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地

626 県外 （株）きんそく 京都府京都市南区上鳥羽大溝6番地

637 県外 （一財）岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県岐阜市曙町4丁目6番地

708 県外 （株）空間創研 京都府京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町580-1

803 県外 （株）空間文化開発機構 大阪府大阪市中央区大手前1丁目4-12

861 県外 （株）国原技術 京都府京都市山科区勧修寺縄手町45番地

869 県外 （株）久米設計大阪支社 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目10番8号パシフィックマークス肥後橋

770 県外 倉測建設コンサルタント（株）大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場2-1-10

1039 県外 （株）ケー・シー・エス神戸営業所 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14神戸商工貿易センタービル

313 県外 （株）ＫＣコンサルタント大阪営業所 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目5番1号

761 県外 （株）ケイズ 京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474番地

967 県外 （株）建設環境研究所大阪支社 大阪府大阪市中央区南船場1-15-14

857 県外 （株）公園マネジメント研究所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号

903 県外 公共地研（株） 埼玉県川口市戸塚三丁目25番27号

859 県外 （株）上坂設計 大阪府大阪市北区太融寺町3番24号

958 県外 晃和調査設計（株） 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目9-14

1003 県外 （株）国際開発コンサルタンツ名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄二丁目12番12号

307 県外 国土情報開発（株） 東京都世田谷区池尻二丁目7-3

302 県外 国土防災技術（株）大阪支店 大阪府吹田市江坂町１丁目９番２１号

740 県外 （株）コム・キューブ 京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町19-11御池ｋｓビル

262 県外 （株）コム計画研究所 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山一丁目6-3

292 県外 （株）コム建築コンサルタント京都営業所 京都府京田辺市河原里ノ内町５２番地７西村ビル２階

548 県外 （株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東4-33

52 県外 （株）五星関西支社 大阪府大阪市東成区中道3-17-12

92 県外 （株）佐藤総合計画関西オフィス 大阪府大阪市中央区北浜東1丁目26大阪日精ビルディング4階

925 県外 （株）三弘建築事務所 兵庫県西宮市本町4番16号

892 県外 （株）三座建築事務所 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目22番38号三洋ビル

588 県外 サンスイコンサルタント（株） 京都府京都市下京区五条通新町西入西錺屋町23番地

236 県外 昭和（株）京都営業所 京都府京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町633番地

63 県外 （株）昭和設計 大阪府大阪市北区豊崎4丁目12-10

819 県外 （株）昭和設計コンサルタント 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号千代田ビル東館4F-403

889 県外 （株）シードコンサルタント 奈良県奈良市芝辻町二丁目10番6号

1000 県外 （株）CPC 大阪府大阪市西区阿波座二丁目1番1号

17 県外 （一社）システム科学研究所 京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町428新町アイエエスビル

488 県外 （株）施設工学研究所 大阪府大阪市北区万歳町4-12浪速ビル

1013 県外 （株）島田組 大阪府八尾市弓削町南3-20-2

796 県外 （株）新大阪設計事務所 大阪府大阪市住吉区長居東4-2-6メゾン長居

821 県外 （株）新日本コンサルタント大阪支店 大阪府大阪市中央区本町４丁目４番24号住友生命本町第２ビル５階

48 県外 ジェイアール東海コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目33-10アクアタウン納屋橋

28 県外 （株）ジャパックス大阪支店 大阪府吹田市江坂町一丁目6番6号
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797 県外 （株）ＧＥＯソリューションズ 兵庫県西宮市和上町１番３１号

1055 県外 ジオテクニカル（株） 大阪府松原市田井城4丁目8番3号

275 県外 （株）ジオテクノ関西大阪営業所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30OAPタワー29階

103 県外 （株）杉原設計事務所大阪事務所 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目8-14犬飼ビル

267 県外 （株）スペースビジョン研究所 大阪府大阪市中央区大手前一丁目7番31号

768 県外 （株）西播設計京都支店 京都府福知山市昭和町７７番地１８号

905 県外 積水化学工業（株）環境・ライフラインカンパニー西日本支店 大阪府大阪市北区西天満二丁目4番4号

61 県外 全日本コンサルタント（株） 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4-38

909 県外 （株）ゼンリン関西支社 大阪府大阪市西区川口3丁目3番9号ダイケイビル４F

691 県外 （株）綜企画設計京都支店 京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391

799 県外 （株）総合計画機構 大阪府大阪市中央区谷町2-2-22

569 県外 （株）相互設計事務所 兵庫県三木市大村1114

516 県外 （株）双星設計 大阪府大阪市北区豊崎2丁目7-5

767 県外 （株）相和技術研究所大阪事務所 大阪府大阪市西区南堀江4丁目3番27-108号

60 県外 （株）拓工 愛知県名古屋市熱田区桜田町15-22

523 県外 太洋エンジニアリング（株）京都営業所 京都府木津川市木津八ヶ坪3-20

66 県外 （株）谷澤総合鑑定所 大阪府大阪市北区中之島2丁目2-7中之島セントラルタワー21階

910 県外 （株）丹青社関西支店 大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪　タワーB　24F

1043 県外 （有）大建met 岐阜県岐阜市若宮町１丁目１０番地

13 県外 （株）大建設計大阪事務所 大阪府大阪市西区京町堀1丁目13番20号

506 県外 大和不動産鑑定（株）京都支社 京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地

512 県外 中央開発（株）関西支社 大阪府吹田市穂波町１４番８号

62 県外 中央コンサルタンツ（株）大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号

42 県外 中外テクノス（株）関西支社 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目１番５号

1005 県外 中部水工設計（株）三重事務所 三重県津市栗真中山町423番地ＳＫレジデンスＡ棟2Ｆ

928 県外 （株）長大テック大阪支店 大阪府大阪市西区靱本町2丁目3番2号

760 県外 （株）地域環境システム研究所 大阪府大阪市北区豊崎三丁目10番2号

65 県外 （株）地球号 大阪府大阪市中央区北浜東6-6

1004 県外 （株）土屋総合設計 大阪府泉佐野市湊4丁目5番22号

119 県外 （株）ティーネットジャパン大阪支社 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目6番2号

323 県外 帝人エコ・サイエンス（株）関西事業所 大阪府茨木市南目垣一丁目4番1号

1040 県外 （株）手島建築設計事務所大阪支社 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目1番18号

906 県外 （株）テレコムＣ＆Ｃ東京事務所 東京都文京区小石川3-22-8

939 県外 （株）データ技研 和歌山県和歌山市有家71番地6

518 県外 （株）トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町3-23

4 県外 （株）トーニチコンサルタント西日本支社 大阪府大阪市北区万歳町3番20号

100 県外 （株）東京設計事務所関西支社 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29テラサキ第2ビル

711 県外 （株）東京ソイルリサーチ関西支店 大阪府吹田市垂水町3-27-10

755 県外 （株）東建コンサルタント 東京都新宿区新宿2-15-27

670 県外 （株）東光コンサルタンツ大阪支店 大阪府大阪市西区西本町1丁目3-15

106 県外 （株）東畑建築事務所本社オフィス大阪 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目6番10号

1006 県外 （株）東峯技術コンサルタント 大阪府大阪市浪速区幸町1丁目2番21号

718 県外 （株）東和テクノロジー関西支店 大阪府大阪市淀川区木川東二丁目4番10号

672 県外 （株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋5-14オージービル本町橋3階

1007 県外 （株）都市環境研究所三重事務所 三重県津市広明町358番地

44 県外 （株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目14番30号サウスウィンビル

1036 県外 （株）都市空間研究所 大阪府大阪市西区西本町一丁目9番18号

329 県外 （株）都市設計 京都府京都市下京区七条通間の町東入る材木町477KSビル5F

74 県外 （株）トリ設備計画 大阪府大阪市中央区南船場2丁目7-14大阪写真会館

979 県外 （株）内外測技 京都府京都市南区久世中久世町1丁目141番地

344 県外 （株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町182

895 県外 ナカシャクリエイテブ（株） 愛知県名古屋市天白区野並二丁目213番地
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120 県外 中日本航空（株）大阪支店 大阪府八尾市空港2丁目12番地

929 県外 （株）中山綜合コンサルタント 和歌山県和歌山市栄谷241番地

800 県外 南海カツマ（株）関西支社 大阪府大阪市浪速区難波中三丁目9番1号酒井家ビル1号館

285 県外 （株）日建設計シビル 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目6番2号

109 県外 （株）日航コンサルタント大阪支社 大阪府大阪市天王寺区上本町3-2-15

11 県外 （株）日総建大阪事務所 大阪府大阪市中央区博労町2丁目1-13

890 県外 （株）日展 大阪府大阪市北区万歳町3番7号

76 県外 日本交通技術（株）大阪支店 大阪府大阪市西区靭本町一丁目4-2プライム本町ビルディング

1042 県外 （株）西日本設計 大阪府大阪市天王寺区寺田町２丁目５番１４号

1017 県外 日本栄伸システム設計（株）大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜3丁目2-25

1026 県外 （株）日本海コンサルタント関西支店 大阪府大阪市中央区南新町1-1-1

976 県外 （株）日本開発研究所三重 三重県津市広明町１２１番地２

268 県外 （一財）日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6

336 県外 （株）日本環境工学設計事務所 東京都千代田区岩本町三丁目11番15号

245 県外 （一財）日本気象協会関西支社 大阪府大阪市中央区南船場2丁目3-2南船場ハートビル15階

870 県外 （財）日本消防設備安全センター 東京都港区虎ノ門二丁目9番16号

314 県外 （株）日本設備綜合研究所 大阪府大阪市北区西天満五丁目1-9

339 県外 日本測地設計（株）関西支店 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目7-3

1001 県外 日本都市技術（株）関西支店 大阪府大阪市浪速区難波中１丁目12番5号

858 県外 日本土地評価システム（株） 愛知県名古屋市中区大須四丁目11番50号

920 県外 （株）ノア技術コンサルタント 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４

29 県外 （株）乃村工藝社 東京都港区台場2丁目3-4

991 県外 阪高プロジェクトサポート（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目11番4-1800

732 県外 阪神測建（株）大阪支店 大阪府大阪市福島区福島5丁目13番18号

540 県外 （株）阪南コーポレーション 大阪府羽曳野市野々上3丁目7-23

1028 県外 （株）バウエンジニアリング 大阪府大阪市中央区北浜東4-33

871 県外 （株）莫設計同人 京都府京都市中京区東洞院通二条上る壺屋町512番地1

1056 県外 ヒカリ（株） 神奈川県小田原市根府川625番地の7

990 県外 平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町5番16号

676 県外 ビーム計画設計（株） 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目30番地

232 県外 フジ地中情報（株）大阪支店 大阪府箕面市船場東三丁目４番17号

1009 県外 （株）フジヤマ名古屋支店 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号

891 県外 （株）不二設計コンサルタント 大阪府柏原市安堂町1番29号大清ビル

902 県外 （株）武揚堂大阪支店 大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番13号

270 県外 （株）文化財サービス 京都府京都市伏見区北端町58番地

1016 県外 （株）プレック研究所大阪事務所 大阪府大阪市西区靱本町1-14-15

38 県外 ペンタフ（株） 大阪府大阪市北区大淀中1-7-10

73 県外 （株）前田都市設計 大阪府大阪市天王寺区清水谷町7-4クレオドーレ清水谷

987 県外 （株）前野建築設計 三重県津市南中央6番6号

303 県外 （株）松田平田設計大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町1-4-1

622 県外 （株）松本コンサルタント紀和支店 和歌山県岩出市岡田716-3

995 県外 （株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目4番36号

12 県外 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）大阪 大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号

1015 県外 （株）メーサイ 大阪府吹田市南吹田3-13-3

945 県外 明豊ファシリティワークス 東京都千代田区平河町二丁目7番9号

1020 県外 （株）明和プラテック 三重県多気郡明和町斎宮3576-3

872 県外 （株）森エンジニアリング大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島六丁目１番３号アストロ新大阪第２ビル３階

831 県外 （株）安井建築設計事務所 大阪府大阪市中央区島町二丁目4番7号

941 県外 （株）山崎設計 京都府京都市中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町466番地ファヴィエ四条西洞院310号

36 県外 （株）山下設計関西支社 大阪府大阪市中央区南船場二丁目3-2

763 県外 （株）山田綜合設計 大阪府大阪市中央区大手通三丁目1番2号エスリードビル大手通

759 県外 （株）ＵＲリンケージ西日本支社 大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号

58 / 59 ページ



コード  地域 業者名称  住所

測量・建設コンサルタント一覧

806 県外 湯浅コンサルタント（株） 京都府京都市中京区富小路通二条下る俵屋町195

726 県外 （株）ユニオンリサーチ 大阪府大阪市西区京町堀1丁目6番2号

674 県外 （株）横河建築設計事務所大阪事務所 大阪府大阪市中央区平野町２丁目６番６号ヒロセ平野町ビル

149 県外 （株）ヨコタテック 大阪府大阪市浪速区桜川1-1-32

46 県外 ランドブレイン（株）大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町1丁目3-15大阪建大ビル

348 県外 （株）緑景 大阪府大阪市中央区上汐一丁目4-6

20 県外 （株）類設計室 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目3番2号
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