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NO. 会社名 部署 氏名 TEL FAX E-Mail URL 〒 住所

011-669-8100 011-669-6363 suzukitoken☆suzukitoken.jp 〒063-0829 北海道札幌市西区発寒9条10丁目2番10号

0125-65-2494 0125-65-4712 naie☆coral.ocn.ne.jp 〒079-0312 北海道空知郡奈井江町字奈井江32番地13

2 （株）オリテック２１ 代表取締役 及川 019-658-8876 019-658-8875 oikawa☆ort21.jp http://ort21.com 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南1丁目7-20

3 ヤマリョー（株） 建設資材部 岡崎 023-633-2325 023-624-2551 atsushi-okazaki☆yamaryo.co.jp http://www.yamaryo.co.jp/ 〒990-8660 山形市流通センター三丁目6番地の5

4 （株）松居組 本社工事部 本田 022-262-7551 022-265-5972 honsha☆matsui-gumi.co.jp http://www.matsui-gumi.co.jp/ 〒980-0003 宮城県仙台市青葉区小田原6丁目8-41 

5 （株）飛田組 工務部 中川 022-242-0595 022-242-2529 scrapandbuild-tobita☆orion.ocn.ne.jp http://www.tobitagumi.co.jp/ 〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原字小原48-12

6 （株）豊川建設 代表取締役 田端 022-358-5940 022-358-1772 a-tabata☆tyk-104.com 〒981-3304 宮城県富谷市ひより台1-10-6

7 寿建設（株） 副社長 森崎 024-543-0511 024-543-0514 tatsunosuke☆kotobuki-c.net http://www.kotobuki-c.co.jp/ 〒960-0231 福島市飯坂町平野字東地蔵田8-1

8 （株）久野製作所 事業推進部 久野 0243-46-3871 0243-46-3599 a-kuno☆wj-kuno.com http://www.wj-kuno.com/ 〒964-0202 福島県二本松市針道字大来ヶ作14-1

9 国際建設（株） 土木工事部 深澤 055-251-2111 055-254-7822 fukasawa-h☆kokusai-co.com http://www.kokusai-co.com/ 〒400-0026 山梨県甲府市塩部4丁目15番5号

10 羽黒工業（株） 工事部 金子 055-276-2346 055-279-2591 info☆haguro-k.co.jp http://www.haguro-k.co.jp/ 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町1279

11 小林建設（株） 工務部 佐藤 055-285-0051 055-285-4199 s.sato☆kobayashi-ken.com http://www.kobayashi-ken.com/ 〒400-0226 山梨県南アルプス市有野2724

12 山梨ガーデン（株） 代表取締役社長 依田 0556-22-4181 0556-22-2359 y.garden☆cronos.ocn.ne.jp 〒400-0502 山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1514

13 井上建設（株） 土木部主任 井上 0556-22-0436 0556-22-6364 d-inoue☆inoken-kk.co.jp 〒400-0512 山梨県南巨摩郡富士川町小室2312

14 富士島建設（株） 工務部 溝口 0551-22-1811 0551-22-9872 mizoguchi☆k-fujishima.co.jp 〒407-0014 山梨県韮崎市富士見3丁目7番29号

15 （株）小宮山土木 常務取締役 山中 0267-56-1299 0267-56-3522 yu.yamanaka☆komiyama.jp http://komiyama.jp/ 〒384-2308 長野県北佐久郡立科町大字牛鹿1616-1

16 福美建設（株） 代表取締役社長 原 0265-87-2211 0265-87-2057 hara☆fukumiconst.jp https://fukumiconst.jp/ 〒399-4231 長野県駒ヶ根市中沢4894番地1

17 （株）鳶浩工業 代表取締役 小林 03-5833-4055 03-5833-4066 kobayashi☆tobihiro.co.jp 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-27-3 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ305

18 （株）カコー 発破事業本部　土木施工部 前田 03-3255-7786 03-3255-7778 m_maeda☆kacoh.co.jp http://www.kacoh.co.jp/ 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町4-1 ﾒﾃﾞｨｯｸｽﾋﾞﾙ

19 （株）ジェイテック 常務執行役員 桑原 03-5215-5614 03-5215-5634 kiyoshi-kuwabara☆j-ｔ-e-c.co.jp http://www.j-t-e-c.co.jp 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-12-3 神保町ｽﾘｰﾋﾞﾙ6F　

20 東成建設（株） 代表取締役社長 野田 03-3269-3847 03-3260-4474 n.noda☆kmh.biglobe.ne.jp http://www.tosei-kensetsu.jp/ 〒162-0808 東京都新宿区天神町66番地 野田ﾋﾞﾙ4F

21 コンクリートコーリング（株） 第一営業部 菊池 03-3928-3023 03-3929-8997 h-kikuti☆concrete-coring.co.jp http://www.concrete-coring.co.jp/ 〒177-0054 東京都練馬区立野町16-12

22 エコアクティブ（株） 代表取締役 相田 0422-31-6136 0422-31-6137 aida☆ecoactive.co.jp http://ecoactive.co.jp/ 〒181-0016 東京都三鷹市深大寺2-40-3

1 （株）鈴木東建 奈井江本店　電力土木工事部 土門 http://suzukitoken.jp/
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23 ＳＭＣテック（株） 土木事業部 田中 04-7152-1114 04-7155-3794 tanakama☆smctech.co.jp http://www.smctech.co.jp/ 〒270-0132 千葉県流山市駒木593

常務取締役 伊藤 itou☆murakami-kougyou.com

企画部 村上 yuya☆murakami-kougyou.com

25 （株）千葉技工 代表取締役 千葉 046-204-8710 046-231-8565 chiba☆chibagikou.co.jp http://www.chibagikou.co.jp/ 〒243-0422 神奈川県海老名市中新田1-16-21

26 愛善産業（株） 代表取締役 中嶋 045-866-3622 045-866-3626 y_nakajima☆aizen-s.co.jp http://www.aizen-s.co.jp/ 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2961-3

27 湘南送電工事（株） 建設本部　副本部長 大類 0466-82-8311 0466-82-1849 orui☆shonanso-den.co.jp http://shonanso-den.co.jp/ 〒252-0812 神奈川県藤沢市西俣野453-1

28 磯部建設（株） 常務取締役 福田 0288-22-5111 0288-22-7355 h-fukuda☆isobe.co.jp http://www.isobe.co.jp/ 〒321-1261 栃木県日光市今市1525番地

29 （株）ミツミ 統括部長 渡辺 025-530-9444 025-530-9445 mitsumi.niigata☆mountain.ocn.ne.jp http://www.mitsumi-sensui.co.jp/ 〒942-0011 新潟県上越市港町2丁目10番63号

30 大陽開発（株） 開発営業部 荒木 025-599-2336 025-599-2339 m-araki☆taiyou-kaihatsu.co.jp http://taiyou-kaihatsu.co.jp/ 〒942-0315 新潟県上越市浦川原区横川406

31 （株）デーロス・ジャパン 企画開発部　課長 谷本 076-229-7260 076-229-7261 deros-japan☆deros-japan.co.jp http://www.deros-japan.co.jp/ 〒921-8061 石川県金沢市森戸1-104

32 坂川建設（株） 代表取締役社長 高田 0776-21-8502 0776-27-6179 t-takada☆sakagawa.co.jp http://www.sakagawa.co.jp/ 〒910-8520 福井県福井市宝永3丁目3番24号

33 （株）日本ピーエス 技術・施工・開発本部 濱岡 0770-22-1400 0770-22-5830 k.hamaoka☆nipponps.co.jp http://www.nipponps.co.jp/ 〒914-8666 福井県敦賀市若泉町3番地

34 ひだ緑化土木（株） 代表取締役 米田 0577-33-3553 0577-33-9300 peko☆hidaryokka.co.jp 〒506-0054 岐阜県高山市岡本町2丁目206-4

35 馬瀬建設（株） 土木部 中川 0576-47-2231 0576-47-2234 nakagawa☆mazeken.jp http://www.mazeken.jp/ 〒509-2612 岐阜県下呂市馬瀬名丸28番地3

36 （株）水澤機械商事 代表取締役 水澤 0533-68-1125 0533-67-1223 Ｔ_mizusawa☆mkinfo.co.jp http://www.mkinfo.co.jp/ 〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町前浜58-6

37 （株）トーエス 取締役 平田 052-789-1036 052-789-1037 hirata☆toesu.co.jp http://www.toesu.co.jp/ 〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘294番地 第17オオタビル4A

38 東進産業（株） 常務取締役 山口 059-230-1200 059-230-2713 h-yamaguchi☆tsn1200.co.jp http://www.tsn1200.co.jp/ 〒514-0126 三重県津市大里睦合町2597番地

39 日本土建（株） 土木部 奥岡 059-229-5707 059-229-5657 nd0742☆nippondoken.co.jp http://www.nippondoken.co.jp/ 〒514-8586 三重県津市大倉19-1

40 （株）山下 取締役会長 山下 0596-65-0101 0596-65-0922 yamaken2☆amigo2.ne.jp http://yamashita.ciao.jp/ 〒516-1244 三重県度会郡度会町南中村922番地

41 （株）都建設 土木部 山本 075-571-5645 075-573-2498 yamamoto☆miyakokensetsu.jp http://www.miyakokensetsu.jp/ 〒601-1439 京都市伏見区石田森東町1-2

42 ナガタ工業（株） 営業部 木下 075-572-1100 075-572-6551 moff1☆nagata-kogyo.co.jp http://www.nagata-kogyo.co.jp/ 〒607-8234 京都市山科区勧修寺南大日町7番地

24 047-318-1312（株）村上工業 047-318-1311 千葉県船橋市二子町631番地2http://www.murakami-kougyou.com/ 〒273-0034
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43 （株）ヤマシタ 工事部 大前 06-4800-4771 06-4800-0331 omae☆yamashita1921.com http://www.yamashita1921.com/ 〒530-0041 大阪市北区天神橋5-8-14

事業部　工事課 高内 06-6364-2131 06-6364-2140 kounai-yoshiaki☆kinki-road.jp 〒530-0054 大阪市北区南森町2丁目4番5号

アベノ事業所　工事課 吹田 06-6649-2273 06-6649-2274 suita-yasushi☆kinki-road.jp 〒557-0001 大阪市西成区山王1丁目16番2号

45 （株）平山工業 代表取締役 平山 06-6301-5755 06-6301-5756 takeo☆hirayamakougyou.co.jp http://www.hirayamakougyou.co.jp/ 〒532-0025 大阪市淀川区新北野2-1-13

http://www.coring-osaka.co.jp/

http://concretecoring-group.com/

47 （株）グランドクリエイト 代表取締役社長 重松 06-4258-6037 06-4258-6038 shigematsu.yutaka☆mirait.co.jp http://www.gr-cr.com/ 〒536-0022 大阪市城東区永田3-11-16

48 （株）オクダ 代表取締役社長 奥田 06-6464-2152 06-6464-3559 kabu-okuda☆cure.ocn.ne.jp http://www.okuda.co.jp/ 〒554-0023 大阪市此花区春日出南2-6-34

49 日本ロックエンジニアリング（株） 関西支店 池田 06-6474-8753 06-6474-8762 jre-kansai☆poplar.ocn.ne.jp http://www.j-rock-e.co.jp/ 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島5-13-18

50 （株）ケイアールティ 大和田基地事務所　工事課 長尾 06-6476-3181 06-6475-3711 nagao-mototaka☆krt.jp http://www.krt.jp/ 〒555-0032 大阪市西淀川区大和田1丁目4番15号

51 （株）阪本商会 常務取締役 鎌田 06-6562-7657 06-6562-7650 kouichi.kamata☆sakamoto-shokai.co.jp http://www.sakamoto-shokai.co.jp/ 〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1丁目10番4号

52 （有）古屋組 部長 古屋 06-6692-2447 06-6692-0214 yuugengaisha_furuyagumi☆yahoo.co.jp http://www.furuyagumi.net/ 〒558-0032 大阪市住吉区遠里小野2-5-10

53 髙山建設（株） 工事部長 野田 06-6412-5061 06-6412-5063 r-noda☆line-takayama.co.jp http://www.line-takayama.co.jp/ 〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町3丁目2番 髙山建設本社ビル

青野 aono☆nippatsu-jbt.co.jp

佐藤 sato☆nippatsu-jbt.co.jp

55 松本工業（株） 代表取締役 松本 079-239-4809 079-239-9047 m_kogyo☆taupe.plala.or.jp 〒671-1107 兵庫県姫路市広畑区西蒲田1017-8

奈良本店 0744-32-5414 0744-32-5485 naraoffice☆kk-okuda.jp 〒636-0245 奈良県磯城郡田原本町味間152-1

大阪本店 06-6644-6613 06-6644-6615 osakaoffice☆kk-okuda.jp 〒542-0076 大阪市中央区難波4丁目1番15号 近鉄難波ビル8F

57 （株）ササイ 工事部 今森 0743-54-6558 0743-53-1919 imamori.hisaya☆kobelco.com http://www.sasai-inc.co.jp/ 〒639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町18-1

58 西行建設（株） 専務取締役 西行 0856-23-6285 0856-23-6695 taku_saigyo☆world.ocn.ne.jp http://saigyo.co.jp/ 〒698-0041 島根県益田市高津六丁目22-21

59 広成建設（株） 岡山支店　土木部　土木計画課 府山 086-222-7728 086-231-3380 kfuyama☆koseikensetsu.co.jp http://www.koseikensetsu.co.jp/ 〒700-0022 岡山県岡山市北区岩田町4番3号

60 アサヒ防災工事（株） 代表取締役
結石

（ケイシ）
0867-27-3231 0867-27-3390 info☆a-bousai.co.jp http://www.a-bousai.co.jp/ 〒709-3401 岡山県久米郡美咲町北760番地

61 松尾工業（株） 常務取締役 西田 0867-52-5005 0867-52-5550 m-nishida☆rapid.ocn.ne.jp http://www.matsuokogyo.co.jp/ 〒719-3101 岡山県真庭市赤野635-1

62 サンコーテクノ（株）
広島事業所

西日本工事部　西部グループ
笹岡 082-943-7200 082-924-1235 t.sasaoka☆sanko-techno.co.jp http://www.sanko-techno.co.jp/ 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央5-2-50

63 （株）河崎組 営業部 宇野 082-228-2280 082-223-4184 doboku☆kawasaki-group.com http://www.kawasaki-group.com/ 〒732-0068 広島市東区牛田新町2丁目4番19号

64 （有）ユウシン工業 松本 082-847-3788 082-847-3785 matsumoto☆yuushin-k.co.jp 〒739-1751 広島市安佐北区深川2-41-1

44

54

56

46 コンクリートコーリング（株） 06-6924-4517 yamaguchi☆coring-osaka.co.jp技術部 山口 06-6928-1263 大阪市都島区毛馬町5-15-24〒534-0001

（株）日本発破技研 営業部 072-777-9001

キンキ道路（株）

（株）オクダ 奥田

〒664-0844

http://www.kinki-road.jp/

http://www.nippatsu-jbt.co.jp/072-777-9009

http://www.okuda-kaitai.com/

兵庫県伊丹市口酒井2丁目9番11号
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65 協和建設工業（株） 常務取締役 井町 0838-22-0928 0838-26-6216 toshiyuki.imachi☆kyouwagrp.jp http://www.kyouwagrp.jp/ 〒758-0061 山口県萩市大字椿2370

66 （有）開成工業 代表取締役 川口 088-624-7795 088-624-7796 kaisei☆topaz.ocn.ne.jp 〒770-8032 徳島県徳島市北山町下田尻9番地14

67 （株）四電工 徳島支店　徳島建設所 坪井 087-840-0230 087-840-0231 tuboi☆mail.yondenko.co.jp http://www.yondenko.co.jp/ 〒761-8565 香川県高松市花ノ宮町2丁目3番9号

68 （株）曽我部組 代表取締役社長 曽我部 0896-74-3900 0896-74-7001 s743900☆lime.ocn.ne.jp 〒799-0712 愛媛県四国中央市土居町入野237番地2

69 （株）横山工業 代表取締役 横山 088-893-0111 088-893-2493 info☆yokoyama-k.com 〒781-2112 高知県吾川郡いの町西町100番地

70 山口建設工業（株） 取締役社長 小川 093-642-2020 093-622-2632 j_ogawa☆yamaguchikensetu.co.jp http://www.yamaguchikensetu.co.jp/ 〒807-0813 福岡県北九州市八幡西区夕原町6-5

71 （株）塩見組 営業部　営業部長 三浦 093-791-3131 093-791-0454 miura☆shiomigumi.co.jp http://www.shiomigumi.co.jp/ 〒808-0109 福岡県北九州市若松区南二島3-2-10

72 太洋基礎工業（株） 九州支店　支店長 清田 092-558-2171 092-504-5616 fukuoka☆taiyoukiso.co.jp http://www.taiyoukiso.co.jp/ 〒812-0863 福岡市博多区金の隈1-22-7 ｵﾌｨｽﾊﾟﾚｱ金の隈ⅠB棟2号

73 （株）牛尾商店 営業Ⅱ課　部長代理
大庭

（オオバ）
092-292-5731 092-292-6121 k.ooba☆ushio-shouten.co.jp http://www.ushio-shouten.co.jp 〒813-0062 福岡市東区松島3丁目8番12号

74 （株）アクアテック 代表取締役 能見 092-865-2961 092-864-7796 akua_tekku☆yahoo.co.jp 〒814-0133 福岡市城南区七隈6丁目2-7

75 （有）修慶 代表取締役 三浦 096-273-7976 096-273-7984 syukei☆triton.ocn.ne.jp 〒860-0068 熊本市西区上代3丁目14番67号B棟

76 （有）山本建設工業 工務部長 元島 0969-56-0539 0969-56-2838 motoshima☆yamamotokk.co.jp 〒861-6102 熊本県上天草市松島町合津6978

77 （株）平工業 営業部 桂 096-389-4564 096-389-4568 taira☆mx21.tiki.ne.jp 〒861-8019 熊本市東区下南部2丁目7-5

78 弥生建設（株） 常務取締役 坂田 096-389-0041 096-389-0132 yayoi-kk☆tea.ocn.ne.jp 〒861-8031 熊本市東区戸島町920-4

専務取締役 田口 t.taguchi☆nakayama-gr.co.jp

工務部 竹口 h.takeguchi☆nakayama-gr.co.jp

80 南日本興業（株） 工事部長 大山 0985-53-9252 0985-53-9259 ooyama☆mknet.co.jp 〒880-0943 宮崎市生目台西3丁目8番地１

81 林建設（株） 工事部　特殊土木課 松村 099-254-8612 099-254-8619 matumura☆hayasi-net.jp http://www.hayasi-group.jp/ 〒890-0066 鹿児島市真砂町2-11

82 （株）カーネギー産業 常務取締役 上園 099-256-1000 099-259-0868 uezono☆kksg.co.jp http://www.kksg.co.jp/ 〒890-0073 鹿児島市宇宿2丁目13-11

83 極東建設（株） 常務取締役 淵山 098-863-3425 098-863-3439 LEM05062☆nifty.ne.jp http://www.kyokuto-k.co.jp/ 〒900-0001 沖縄県那覇市港町2丁目16番1号 琉球新報開発ビル3階

注）表内のメールアドレスはスパム対策のため「@」を「☆」に代えています。

　　メール送信いただく場合は、「☆」を「@」に変更してください。

（株）中山建設 0965-33-5047 熊本県八代市夕葉町3-70965-35-7588 〒866-083379
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