
平成３１・３２年度一般競争（指名競争）参加資格審査申請者一覧表
受付番号 フリガナ（商号又は名称） 商号又は名称 所管土木・

都道府県
郵便番号 住　　　　　所 電話番号 代表者等名 業　　種

1 ﾀﾅｶｿﾞｳｴﾝ 田中造園 吉田町 421-0302 川尻3038-1 0548-32-1309 田中　雄二 建設工事

2 ｶﾈｼｮｳｹﾝｾﾂ カネ正建設㈱ 吉田町 421-0301 住吉1731-5 0548-32-0068 飯田　忠史 建設工事

3 ｶﾄｳ ㈱カトウ 島田 421-0421 牧之原市細江953-1 0548-22-0376 加藤　秀基 物品製造等

4 ｽｽﾞｷﾃﾞﾝｷ 鈴木電気㈱ 吉田町 421-0304 神戸1655 0548-32-0502 鈴木　昭吾 建設工事

5 ｶﾐﾔｹﾝｾﾂ 神谷建設㈱ 浜松 432-8023 浜松市中区鴨江2-35-24 053-454-4336 神谷　美都江 建設工事

6 ｽﾙｶﾞｺﾝｻﾙ ㈱スルガコンサル 静岡 422-8072 静岡市駿河区小黒3-6-23 054-282-4026 亀谷　寧一 測量・建設コンサル

7 ﾁｭｳﾌﾞﾆﾎﾝﾄﾗﾍﾞﾙ 中部日本トラベル㈱ 島田 421-0523 牧之原市波津3-1 0548-52-3315 名波　直樹 物品製造等

8 ﾌﾀﾊﾞｿｸﾘｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈲二葉測量設計事務所 島田 421-0422 牧之原市静波1785-9 0548-22-4771 泉地　達也 測量・建設コンサル

9 ﾊｾｶﾞﾜｹﾝｾﾂ 長谷川建設㈱ 吉田町 421-0301 住吉488-2 0548-32-1422 長谷川　貴生 建設工事

10 ｼﾏｼﾝﾘｰｽ しましんリース㈱ 島田 427-0019 島田市道悦5-2-17 0547-37-7461 浅井　昭雄 物品製造等

11 ﾐﾔﾑﾗ ㈱ミヤムラ 島田 427-0113 島田市湯日28-1 0547-38-0259 宮村　邦章 物品製造等

12 ﾌﾙｶﾜｸﾞﾐ ㈱古川組　静岡支店 静岡 424-8668 静岡市清水区村松41 054-334-5181 古川　勝 建設工事

13 ｻﾄｳﾜﾀﾅﾍﾞ ㈱佐藤渡辺　静岡営業所 袋井 439-0018 菊川市本所1634-15 0537-36-0114 足立　哲也 建設工事

14 ﾀｼﾞﾏﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱田嶋電気工業所 袋井 439-0018 菊川市本所2137-1 0537-36-2025 田嶋　忍 建設工事

15 ｼﾝﾄﾞｳｼｮｳﾃﾝ ㈱シンドウ商店 島田 421-0422 牧之原市静波2165-10 0548-22-2229 進藤　雄二 建設工事

16 ﾌｸﾌﾞﾝﾃﾞﾝｾﾂ 福文電設㈱ 吉田町 421-0301 住吉2987 0548-32-1263 福世　雅隆 建設工事

17 ｽｽﾞｷﾄﾞｹﾝ ㈱鈴木土建 島田 421-0534 牧之原市堀野新田161 0548-58-0104 鈴木　徹 建設工事

18 ｺｳﾜｻﾝｷﾞｮｳ 弘和産業㈱ 島田 426-0051 藤枝市大洲5-2-11 054-636-3630 桐田　三千雄 建設工事

19 ｼﾉﾐﾔﾎﾞｳｽｲｺｳｼﾞ ㈲シノミヤ防水工事 島田 426-0221 藤枝市高田2-1 054-638-3262 四之宮　雅史 建設工事

20 ｲﾜﾓﾄﾄｿｳ ㈲イワモト塗装工業 吉田町 421-0302 川尻225-5 0548-32-2138 岩本　浩司 建設工事

21 ｷﾀﾎﾘﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 北堀電気工事㈱ 島田 426-0063 藤枝市青南町5-6-1 054-636-1278 北堀　俊行 建設工事

22 ﾄｳﾖｳｼｮｳｼﾞ ㈲東洋商事 島田 421-0422 牧之原市静波1336-6 0548-22-0101 鈴木　行雄 物品製造等

23 ﾐｽﾞﾉｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ ㈱水野建築事務所 島田 425-0087 焼津市保福島528-1 054-629-3039 水野　康男 測量・建設コンサル

24 ｼｮｳﾎｳﾄﾞﾎﾞｸ ㈲松豊土木 吉田町 421-0302 川尻3047-16 0548-32-6125 秋山　豊 建設工事

25 ﾜｶｽｷﾞｸﾞﾐ ㈱若杉組 袋井 437-1412 掛川市千浜6141 0537-72-2019 若杉　吉明 建設工事

26 ｵｵｲｼｹﾝｾﾂ 大石建設㈱ 吉田町 421-0305 大幡2130 0548-32-0415 大石　真也 建設工事

27 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ ㈱鴻池組　静岡営業所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町4-8 054-252-7953 上田　義裕 建設工事

28 ﾕﾆﾃｯｸ ㈱ユニテック 静岡 420-0911 静岡市葵区瀬名1-18-33 054-264-1111 齋藤　直彦 物品製造等

29 ｵｵｶﾞﾈｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 大鐘測量設計㈱ 島田 427-0042 島田市中央町31-10 0547-36-0706 小田　稔彦 測量・建設コンサル

30 ﾊｲﾊﾞﾗｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ ㈲榛原クリーンサービス 島田 421-0421 牧之原市細江1224-1 0548-22-8475 小林　修 物品製造等

31 ﾊﾀｹﾔﾏﾎﾟﾝﾌﾟｾｲｻｸｼｮ ㈱畠山ポンプ製作所 沼津 410-0865 沼津市東間門2-1-5 055-962-1838 畠山　昭夫 物品製造等

32 ｽｽﾞｽﾎﾟ ㈲スズスポ 沼津 411-0943 駿東郡長泉町下土狩371-1 055-988-0520 鈴木　猛 物品製造等

33 ｸﾞﾘｰﾝ ㈱グリーン 島田 427-0057 島田市元島田9608-7 0547-37-1217 浅岡　諭志 測量・建設コンサル

34 ﾔﾏﾄｿｯｷｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ
㈱大和速記情報センター
名古屋営業所 愛知県 460-0003 名古屋市中区錦2-12-14 052-385-9030 鈴木　貴博 物品製造等

35 ﾏﾙﾕｳｶｲﾊﾂ 丸友開発㈱　静岡支店 静岡 422-8021 静岡市駿河区小鹿2-35-1 054-280-4550 今井　昭夫 建設工事

36 ｴｸﾉｽﾜﾀﾅﾍﾞ ㈱エクノスワタナベ 島田 426-0027 藤枝市緑町1-5-10 054-643-1616 渡邊　哲朗 物品製造等

37 ｴｸﾉｽﾜﾀﾅﾍﾞ ㈱エクノスワタナベ 島田 426-0027 藤枝市緑町1-5-10 054-643-1616 渡邊　哲朗 建設工事

38 ﾆﾎﾝｷｶｲｺｳｷﾞｮｳ 日本機械工業㈱ 愛知県 460-0013 名古屋市中区上前津1-2-24 052-331-5178 岩崎　哲也 物品製造等

39 ｷﾞｮｳｾｲ ㈱ぎょうせい　東京支社 東京都 136-8575 江東区新木場1-18-11 03-6892-6701 大川　和弘 物品製造等

40 ﾂｶﾓﾄｺｳﾑﾃﾝ ㈱塚本工務店 島田 426-0029 藤枝市益津362-14 054-641-5098 塚本　安代 建設工事

41 ﾆﾎﾝﾛｰﾄﾞﾗｲﾝ ㈱日本ロードライン 静岡 422-8072 静岡市駿河区小黒2-5-14 054-283-0321 太田　陽子 建設工事

42 ﾊﾗｶﾜｼｮｳﾃﾝ ㈱原川商店 静岡 424-0045 静岡市清水区東大曲町4-30 054-366-0835 原川　佳久 物品製造等

43 ｻｶﾞﾗｹﾝｾﾂ 相良建設㈱ 島田 421-0512 牧之原市大江33-2 0548-52-1515 増田　義明 建設工事

44 ｱｵｷｺｳﾑﾃﾝ ㈲青木工務店 島田 421-0422 牧之原市静波1543 0548-22-1640 青木　冨士和 建設工事

45 ｲｼｶﾜﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 石川電気工事㈱ 浜松 433-8124 浜松市中区泉3-9-35 053-471-6456 篠崎　一郎 建設工事

46 ﾄｼｽﾞ ㈲トシズ 島田 421-0534 牧之原市堀野新田462-1 0548-58-2208 沖本　登志春 建設工事

47 ｼﾝﾄｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 伸東測量設計㈱　中部支店 島田 426-0071 藤枝市志太3-8-2 054-631-5772 三谷　久夫 測量・建設コンサル

48 ﾋｯﾂｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ Hitz環境サービス㈱ 神奈川県 210-0015 川崎市川崎区南町1-1 044-200-0022 河口　一也 物品製造等

49 ﾄｳｶｲｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱東海建設コンサルタント 沼津 410-0811 沼津市中瀬町5-1 055-931-0625 斎　秀之 測量・建設コンサル

50 ﾆﾎﾝﾎﾞｳｼｮｸｺｳｷﾞｮｳ 日本防蝕工業㈱　東京支店 東京都 144-8555 大田区南鎌田1-21-12 03-3737-8450 池田　直隆 測量・建設コンサル

51 ﾆﾎﾝﾎﾞｳｼｮｸｺｳｷﾞｮｳ 日本防蝕工業㈱　東京支店 東京都 144-8555 大田区南鎌田1-21-12 03-3737-8450 池田　直隆 建設工事

52 ｲﾃﾞｱ いであ㈱　静岡営業所 静岡 420-0839 静岡市葵区鷹匠3-8-15 054-651-5311 松下　誠 測量・建設コンサル

53 ｲﾃﾞｱ いであ㈱　静岡営業所 静岡 420-0839 静岡市葵区鷹匠3-8-15 054-651-5311 松下　誠 物品製造等

54 ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ ㈱ニュージェック　静岡事務所 静岡 422-8075 静岡市駿河区大坪町3-30 054-203-2666 森村　龍二 測量・建設コンサル

55 ﾗﾁｴﾝｹﾞｲ ㈲良知園芸 吉田町 421-0305 大幡1184 0548-32-1878 良知　嘉一 建設工事

56 ｻﾄｳｺｳｼｮｳ ㈱佐藤興商 静岡 420-0876 静岡市葵区平和3-15-17 054-271-6650 佐藤　洋 建設工事

57 ﾊﾗｶﾜｼｮｳﾃﾝ ㈱原川商店 静岡 424-0045 静岡市清水区東大曲町4-30 054-366-0835 原川　佳久 建設工事

58 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ クリーンサービス㈱　静岡支店 静岡 422-8062 静岡市駿河区稲川1-1-3 054-284-2522 原　裕之 建設工事

59 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ クリーンサービス㈱　静岡支店 静岡 422-8062 静岡市駿河区稲川1-1-3 054-284-2522 原　裕之 測量・建設コンサル
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60 ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ クリーンサービス㈱　静岡支店 静岡 422-8062 静岡市駿河区稲川1-1-3 054-284-2522 原　裕之 物品製造等

61 ｵｵｲｼｹﾝｻﾞｲ ㈲大石建材 島田 421-0412 牧之原市坂部2919-1 0548-29-0007 大石　哲裕 建設工事

62 ﾊｲﾊﾞﾗﾃﾞﾝｷﾞｮｳ ㈱榛原電業 袋井 437-1622 御前崎市白羽5711-5 0548-63-2465 植田　浩行 建設工事

63 ｷｮｳﾜｹﾝｾﾂ 共和建設㈱ 島田 421-0532 牧之原市地頭方2194-8 0548-58-0531 増田　政義 建設工事

64 ｷﾑｱｸﾞﾐ ㈱木村組 島田 421-0421 牧之原市細江1563 0548-22-1315 木村　紘一 建設工事

65 ﾀｶﾊｼｹﾝｾﾂ 高橋建設㈱ 吉田町 421-0302 川尻38-7 0548-32-1518 高橋　孝法 建設工事

66 ｼｮｳﾜｾｯｹｲ 昭和設計㈱ 静岡 420-0882 静岡市葵区安東2-15-13 054-245-6012 山村　卓道 物品製造等

67 ｼｮｳﾜｾｯｹｲ 昭和設計㈱ 静岡 420-0882 静岡市葵区安東2-15-13 054-245-6012 山村　卓道 測量・建設コンサル

68 ﾊｯﾄﾘｴﾝｼﾞﾆｱ 服部エンジニア㈱　島田事務所 島田 427-0011 島田市東町38 0547-33-1717 竹本　亮二 測量・建設コンサル

69 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気㈱　浜松支店 浜松 430-7715 浜松市中区板屋町111-2 053-452-2711 佐々木　則忠 物品製造等

70 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気㈱　浜松支店 浜松 430-7715 浜松市中区板屋町111-2 053-452-2711 佐々木　則忠 建設工事

71 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設㈱　静岡営業所 静岡 422-8062 静岡市駿河区稲川3-6-5 054-285-3121 渡部　壽一 建設工事

72 ﾘｯﾂﾒﾃﾞｨｶﾙ ㈱リッツメディカル　静岡営業所 静岡 422-8032 静岡市駿河区有東2-15-18 054-284-3709 杉山　智裕 物品製造等

73 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ ㈱JTBコミュニケーションデザイン 東京都 105-8335 東京都港区芝3-23-1 03-5657-0600 細野　顕宏 物品製造等

74 ﾗﾝﾄﾞﾃｸﾄ ㈱ランドテクト 静岡 424-0038 静岡市清水区西久保1-5-16 054-363-3270 岡野　直次 測量・建設コンサル

75 ﾊｾｶﾞﾜﾃﾞﾝｷ ㈱長谷川電機 静岡 420-0841 静岡市葵区上足洗1-10-17 054-247-2111 長谷川　靖洋 建設工事

76 ｵﾘﾝﾋﾟｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱オリンピアコンサルタント
静岡営業所 静岡 420-0068 静岡市葵区田町7-1-8 054-204-0136 児玉　明良 測量・建設コンサル

77 ﾀﾞｲｼﾞｮｳ ㈱大丈 島田 426-0076 焼津市小屋敷38-1 054-628-5148 西村　康正 建設工事

78 ﾀﾞｲｼﾞｮｳ ㈱大丈 島田 426-0076 焼津市小屋敷38-1 054-628-5148 西村　康正 物品製造等

79 ｺｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 広和工業㈲ 島田 437-1612 御前崎市池新田3971-4 0537-86-9090 竹内　浩 建設工事

80 ﾀﾞｲﾃﾂｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ ㈱大鉄アドバンス 島田 428-0013 島田市金谷東2-1112-2 0547-46-3131 鈴木　肇 物品製造等

81 ﾄｳｼﾊﾞﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ
東芝プラントシステム㈱
静岡営業出張所 沼津 411-0039 三島市寿町2-10 055-981-6620 古瀬　薫 建設工事

82 ﾔｼﾛ ㈱ヤシロ 島田 426-0044 藤枝市大東町777-1 054-636-4305 杉井　宏実 物品製造等

83 ｿｳｺﾞｳﾋﾞｿｳﾜﾀﾅﾍﾞ ㈱総合美装ワタナベ 静岡 424-0065 静岡市清水区長崎203-1 054-346-3103 渡邊　良一 物品製造等

84 ﾘｻｲｸﾙｸﾘｰﾝ ㈱リサイクルクリーン 浜松 431-3314 浜松市天竜区二俣町二俣41 053-925-1366 藤城　太郎 物品製造等

85 ｲｼｶﾜｼｮｳｼﾞ ㈱石川商事 浜松 435-0042 浜松市東区篠ケ瀬町740 053-421-1413 石川　明 物品製造等

86 ﾀｶﾊｼｼｹﾞﾔｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈱高橋茂弥建築設計事務所 静岡 420-0847 静岡市葵区西千代田町29-30 054-246-2731 高橋　辰弥 測量・建設コンサル

87 ｶﾄｳｸﾞﾐ ㈱加藤組 島田 421-0422 牧之原市静波1637 0548-22-0664 加藤　隆 建設工事

88 ﾌｸｲｽﾞﾐ ㈱福泉　吉田支店 吉田町 421-0302 川尻897-1 0548-32-1196 岸端　篤 建設工事

89 ﾌｸｲｽﾞﾐ ㈱福泉　吉田支店 吉田町 421-0302 川尻897-1 0548-32-1196 岸端　篤 物品製造等

90 ﾒｲﾜｺｳｷﾞｮｳ 明和工業㈱　東京支社 東京都 171-0031 豊島区目白2-1-12 03-5952-7030 北澤　真樹 物品製造等

91 ﾒｲﾜｺｳｷﾞｮｳ 明和工業㈱　東京支社 東京都 171-0031 豊島区目白2-1-12 03-5952-7030 北澤　真樹 建設工事

92
ｼｽﾞｵｶｹﾝｺｳｷｮｳｼｮｸﾀｸﾄｳｷﾄﾁｶｵｸﾁｮｳｻｼ
ｶｲ

（公社）静岡県公共嘱託土地家屋調査士協
会 静岡 422-8006 静岡市駿河区曲金6-16-10 054-203-6833 伊藤　彰 測量・建設コンサル

93 ﾔﾏﾀﾞｸﾐ ㈱山田組 島田 426-8575 藤枝市堀之内1-1-3 054-641-0618 山田　寿久 建設工事

94 ﾄｳﾖｳﾃﾞﾝｾﾂ 東洋電設㈱ 島田 421-0532 牧之原市地頭方1549-1 0548-58-1292 原口　勉 建設工事

95 ｼｮｳﾎﾞｳｾﾂﾋﾞﾎｾﾞﾝ 消防設備保全㈱ 島田 426-0026 藤枝市岡出山1-16-20 054-643-0119 齋藤　秀幸 建設工事

96 ｼｮｳﾎﾞｳｾﾂﾋﾞﾎｾﾞﾝ 消防設備保全㈱ 島田 426-0026 藤枝市岡出山1-16-20 054-643-0119 齋藤　秀幸 物品製造等

97 ｸﾘﾊﾗｹﾝｻﾞｲｻﾝｷﾞｮｳ 栗原建材産業㈱ 島田 427-0111 島田市阪本1800 0547-38-0333 栗原　裕之 建設工事

98 ｸﾘﾊﾗｹﾝｻﾞｲｻﾝｷﾞｮｳ 栗原建材産業㈱ 島田 427-0111 島田市阪本1800 0547-38-0333 栗原　裕之 物品製造等

99 ﾔｽｶﾜﾃﾞﾝｷ ㈱安川電機　東京支社 東京都 105-6891 港区海岸1-16-1 03-5402-4534 高田　浩志 建設工事

100 ｵｵｲｹﾝｾﾂ 大井建設㈱ 島田 428-0104 島田市川根町家山4153-4 0547-53-2013 池田　豊 建設工事

101 ﾔﾏﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ ㈱山本工業 吉田町 421-0304 神戸2936-3 0548-32-3056 山本　勝志 建設工事

102 ﾔﾅｷﾞﾊﾗｹﾝﾁｸｺｳﾎﾞｳｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ 柳原建築工房一級建築士事務所 吉田町 421-0301 住吉2838-1 0548-33-2959 柳原　善広 測量・建設コンサル

103 ｵﾙｶﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ オルガノプラントサービス㈱ 東京都 113-0033 文京区本郷5-5-16 03-5689-6081 川﨑　憲二 建設工事

104 ｵﾙｶﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ オルガノプラントサービス㈱ 東京都 113-0033 文京区本郷5-5-16 03-5689-6081 川﨑　憲二 物品製造等

105 ｵｰﾀｷｺｳ オータ機工㈱ 島田 427-0011 島田市東町2161-2 0547-36-6176 太田　護 建設工事

106 ﾏﾙｾﾞﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ㈱丸善グループ 岐阜県 501-1183 岐阜市則松2-12-1 058-239-9671 森下　みどり 物品製造等

107 ｵｵﾊﾞ ㈱オオバ　静岡営業所 静岡 422-8063 静岡市駿河区馬淵2-4-26 054-202-7080 伊藤　秀昭 測量・建設コンサル

108 ﾄｳﾖｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈱東洋設計事務所 東京都 113-0033 文京区本郷3-6-6 03-3816-4051 青柳　司郎 測量・建設コンサル

109 ﾆｯｹﾝｼｮｳﾄﾞｸ ニッケン消毒㈱ 静岡 422-8072 駿河区小黒1-6-10 054-283-2340 堀江　純子 物品製造等

110 ﾆｯｹﾝｼｮｳﾄﾞｸ ニッケン消毒㈱ 静岡 422-8072 駿河区小黒1-6-10 054-283-2340 堀江　純子 建設工事

111 ｲｲﾀﾞﾃｯｺｳ 飯田鉄工㈱　静岡営業所 静岡 422-8052 静岡市駿河区緑が丘町1-15-12 054-286-5241 長沼　輝人 建設工事

112 ﾎﾞｸﾄｳｶｾｲｺｳｷﾞｮｳ 墨東化成工業㈱　群馬支店 群馬県 373-0071 太田市原宿2900 0276-37-7211 原本　聡 物品製造等

113 ﾆﾎﾝﾚｯﾌﾟｽ ㈱日本レップス 神奈川県 231-0004 横浜市中区元浜町3-15 045-264-8361 川島　幹夫 物品製造等

114 ﾐｽﾞﾉｽﾎﾟｰﾂｻｰﾋﾞｽ ミズノスポーツサービス㈱ 大阪府 559-8510 大阪市住之江区南港北1-12-35 06-6614-8136 篠村　嘉将 物品製造等

115 ﾘｿｳｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 理想科学工業㈱　静岡支店 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町59-7 054-251-0570 中川　真人 物品製造等

116 ﾐｽﾞﾉｸﾞﾐ ㈱水野組 浜松 432-8064 浜松市南区倉松町1044 053-447-0009 水野　敦夫 建設工事

117 ｼｽﾞﾃﾂｹﾝｾﾂ 静鉄建設㈱ 静岡 420-0004 静岡市葵区末広町93 054-272-2135 栗場　昭男 建設工事

118 ｲﾌﾞｷｿｳｹﾝ イブキ総建 島田 421-0211 焼津市吉永40-7 054-662-1006 森田　淳 建設工事

119 ｽｲﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 水ingエンジニアリング㈱　横浜営業所 神奈川県 231-0005 横浜市中区本町2-22 045-663-8821 大下　健 物品製造等
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120 ｽｲﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 水ingエンジニアリング㈱　横浜営業所 神奈川県 231-0005 横浜市中区本町2-22 045-663-8821 大下　健 建設工事

121 ﾐｽﾞﾉｸﾞﾙｰﾌﾟ ミズノグループ㈱ 島田 421-0404 牧之原市静谷2544-98 0548-23-3131 水野　久男 物品製造等

122 ｶﾝﾊﾞﾝﾉｻｲﾝｸﾞ 看板のサイング 島田 437-1622 御前崎市白羽2235-4 0548-63-5690 山下　庄司 物品製造等

123 ｴｰ･ｼﾞｰ･ﾃｸﾆｶﾙ ㈱エー・ジー・テクニカル 静岡 421-0133 静岡市駿河区鎌田370-1 054-259-5428 渡辺　恭久 建設工事

124 ｽﾃｰｼﾞ･ﾙｰﾌﾟ ㈱ステージ・ループ 浜松 430-0856 浜松市中区中島1-35-16 053-460-4011 天野　賢次 物品製造等

125 ｽﾃｰｼﾞ･ﾙｰﾌﾟ ㈱ステージ・ループ 浜松 430-0856 浜松市中区中島1-35-16 053-460-4011 天野　賢次 建設工事

126 ﾁｭｳﾌﾞｴｲｾｲｹﾝｻｾﾝﾀｰ ㈱中部衛生検査センター 島田 428-0007 島田市島663-3 0547-46-2348 小澤　博美 物品製造等

127 ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ サンコーコンサルタント㈱ 静岡 420-0871 静岡市葵区昭府1-8-35 054-254-4503 久永　信隆 測量・建設コンサル

128 ﾁｭｳｴﾝｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 中遠環境保全㈱ 袋井 436-0004 掛川市八坂317-3 0537-27-1248 高橋　勇 物品製造等

129 ﾜｲｹｲﾃﾞﾝｷ ㈲YK電気 島田 421-0506 牧之原市大寄201-1 0548-54-1558 横山　文宏 建設工事

130 ｻｸﾗｲｼｹﾞﾝ 桜井資源㈱ 島田 427-0047 島田市中溝町2560-1 0547-37-6130 桜井　洋一 物品製造等

131 ｶｹﾝ ㈱科研 島田 427-0111 島田市坂本110-26 0547-38-6001 中道　英章 測量・建設コンサル

132 ｷｮｳﾜｽｲﾄﾞｳ 協和水道㈱ 袋井 436-0221 掛川市上垂木2555 0537-26-1331 鈴木　博幸 建設工事

133 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ ㈱建設技術研究所　静岡事務所 静岡 420-0031 静岡市葵区呉服町1-2 054-250-2344 森谷　忠 測量・建設コンサル

134 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ リコージャパン㈱　静岡支社 静岡 422-8078 静岡市駿河区さつき町5-37 054-203-6801 柴田　好人 物品製造等

135 ｼﾞｰｴﾑｲﾁﾊｺｳﾟｷﾞｮｳ ジーエムいちはら工業㈱　東京営業所 東京都 111-0053 台東区浅草橋5-4-2 03-3862-6976 真舘　知誉 物品製造等

136 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 三菱電機ビルテクノサービス㈱　静岡支店 静岡 420-0852 静岡市葵区紺屋町17-1 054-254-6381 真弓　卓也 建設工事

137 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 三菱電機ビルテクノサービス㈱　静岡支店 静岡 420-0852 静岡市葵区紺屋町17-1 054-254-6381 真弓　卓也 物品製造等

138 ｵｶﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 岡田工業㈱ 静岡 420-0886 静岡市葵区大岩4-6-1 054-247-3126 岡田　赳夫 建設工事

139 ｾｲﾜｼﾞﾑｷ 静和事務機㈱　吉田支店 吉田町 421-0304 住吉4716-17 0548-32-4299 増田　啓子 物品製造等

140 ｻﾝﾜｺﾝ ㈱サンワコン　中日本支店 島田 427-0107 島田市舟木2307-1 0547-54-5415 田中　求 測量・建設コンサル

141 ﾏﾙﾒｲｹﾝｾﾂ 丸明建設㈱ 袋井 437-0027 袋井市高尾町6-21 0538-43-2221 井谷　安秀 建設工事

142 ﾍｲﾜｻﾝｷﾞｮｳ 平和産業㈱ 浜松 430-0903 浜松市中区助信町24-22 053-471-5158 宮坂　信一郎 物品製造等

143 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼｮ ㈱前川製作所 東京都 135-8482 江東区牡丹3-14-15 03-3642-8181 前川　真 建設工事

144 ｽﾐｹｲﾆｯｹｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱住軽日軽エンジニアリング 東京都 136-0071 江東区亀戸2-35-13 03-5628-8515 青山　茂樹 建設工事

145 ﾊｾｶﾞﾜﾀｲｲｸｼｾﾂ 長谷川体育施設㈱　静岡営業所 静岡 420-0054 静岡市葵区南安部1-3-10 054-205-3651 久保　雅生 建設工事

146 ｼﾝｾｲﾏｲｸﾛｼｬｼﾝ 新生マイクロ写真㈱ 沼津 411-0822 三島市松本302-1 055-977-4445 杉山　剛生 物品製造等

147 ﾌﾁｭｳﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 府中電機工業㈱ 静岡 420-0865 静岡市葵区東草深町21-2 054-245-3678 齋藤　攻 建設工事

148 ｶﾝﾀﾞｾｯｹｲ ㈱神田設計 愛知県 451-0062 名古屋市西区花の木1-3-5 052-522-3121 伊藤　悟 測量・建設コンサル

149 ｴﾊﾞﾗｾｲｻｸｼｮ ㈱荏原製作所　中部支社 愛知県 451-0044 名古屋市西区菊井2-22-7 052-446-6762 古垣内　準 建設工事

150 ﾋﾞｰｺﾝｾﾌﾟﾄ ㈱ビー・コンセプト 島田 426-0066 藤枝市青葉町1-2-19 054-631-7795 泊　真吾 測量・建設コンサル

151 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾁｭｳﾌﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱アドバンス中部サービス 袋井 437-1603 御前崎市宮内248-5 0537-86-5847 高瀬　晴康 物品製造等

152 ｵｵｲｼﾘﾝｿﾞｳｴﾝ 大石林造園 吉田町 421-0304 神戸1533-2 0548-32-1847 大石　三弘 建設工事

153 ﾄﾞｲﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 土井電気工事㈱ 袋井 437-1507 菊川市赤土1283-1 0537-73-2580 土井　紀弥 建設工事

154 ﾔﾏｻﾞｷｻﾝｷﾞｮｳ 山﨑産業㈱　静岡営業所 静岡 421-0113 静岡市駿河区下川原2-3-25 054-258-8938 市川　博敏 建設工事

155 ｱｵｷｱｽﾅﾛｹﾝｾﾂ 青木あすなろ建設㈱　静岡営業所 熱海 413-0011 熱海市田原本町9-1 0557-86-4656 尾垣　敏徳 建設工事

156 ﾏﾂﾉﾄｿｳｺｳｷﾞｮｳ 松野塗装工業㈱ 島田 421-0211 焼津市吉永683 054-622-0278 松野　孝志 建設工事

157 ｺｳｷﾞｮｳﾌｸｼｬｾﾝﾀｰ ㈱工業複写センター 静岡 420-0923 静岡市葵区川合3-26-22 054-264-3200 渡邊　秀博 物品製造等

158 ｶﾜｻｷｹﾝｾﾂ ㈱川崎建設 島田 421-0422 牧之原市静波3450-1 0548-22-6212 木村　昌樹 建設工事

159 ﾀﾞｲｹﾝ ㈱大建 吉田町 421-0302 川尻228 0548-32-0831 大石　充男 建設工事

160 ﾆﾎﾝﾄﾞｳﾛｼｽﾃﾑ ㈱日本道路システム　浜松支店 浜松 431-3101 浜松市東区豊町6100-1 053-435-5515 尾木　浩二 建設工事

161 ｿﾈｺｳｷﾞｮｳ 曽根工業㈱ 吉田町 421-0305 大幡1168-1 0548-32-1944 曽根　喜久雄 建設工事

162 ﾖｼﾀﾞｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 吉田測量設計㈱ 浜松 435-0004 浜松市東区中野町317-1 053-422-3040 吉田　英司 測量・建設コンサル

163 ｲｯｺｳｻﾝｷﾞｭ 一紅産業㈱ 静岡 424-0064 静岡市清水区長崎新田125 054-345-1713 鈴木　将人 建設工事

164 ｲｯｺｳｻﾝｷﾞｭ 一紅産業㈱ 静岡 424-0064 静岡市清水区長崎新田125 054-345-1713 鈴木　将人 物品製造等

165 ﾌｼﾞｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
不二総合コンサルタント㈱
島田営業所 島田 427-0019 島田市道悦5-4-43 0547-33-1122 中村　直樹 測量・建設コンサル

166 ﾒｲｹﾝｾﾞﾈﾗﾙ 明研ゼネラル㈱ 吉田町 421-0303 片岡2297 0548-32-6363 有海　正秀 物品製造等

167 ｼｽﾞｵｶｼｽﾃﾑﾄｯｷ ㈱静岡システム特機 静岡 422-8035 静岡市駿河区宮竹1-10-2 054-236-0345 藤田　勲 建設工事

168 ｼｽﾞｵｶｼｽﾃﾑﾄｯｷ ㈱静岡システム特機 静岡 422-8035 静岡市駿河区宮竹1-10-2 054-236-0345 藤田　勲 物品製造等

169 ｼｽﾞｵｶﾂｳｼｮｳ ㈲静岡通商 袋井 436-0086 掛川市宮脇1-16-9 0537-24-3626 松本　睦身 物品製造等

170 ﾆﾎﾝｶｲﾖｳﾁｮｳｻ 日本海洋調査㈱ 静岡 424-0901 静岡市清水区三保1871-17 054-337-0606 宮城嶋　敏文 測量・建設コンサル

171 ｽﾙｶﾞﾎﾞｳｻｲ ㈲スルガ防災 島田 427-0024 島田市横井4-11-17 0547-37-2939 後藤　健介 物品製造等

172 ｶﾝｷｮｳｹｲｿｸ 環境計測㈱　神奈川事業所 神奈川県 210-0004 川崎市川崎区宮本町2-12 044-221-0171 大川　貴弘 物品製造等

173 ﾆｼﾆﾎﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 西日本電信電話㈱　静岡支店 静岡 420-8685 静岡市葵区城東町5-1 054-203-7349 片山　義生 建設工事

174 ﾆｼﾆﾎﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 西日本電信電話㈱　静岡支店 静岡 420-8685 静岡市葵区城東町5-1 054-203-7349 片山　義生 物品製造等

175 ﾜｰﾙﾄﾞｳｫﾀｰﾊﾞｯｸ ワールドウォーターバック㈱ 大阪府 546-0003 大阪市東住吉区今川1-6-23 06-6713-7465 中村　俊夫 物品製造等

176 ﾌｼﾞﾀ ㈱フジタ　静岡総合営業所 静岡 422-8041 静岡市駿河区中田1-5-1 054-287-5175 佐々木　達也 建設工事

177 ｴｺﾗｲﾝ エコライン㈱ 静岡 422-8074 静岡市駿河区南八幡町25-25 054-289-6650 藤本　剛 建設工事

178 ｻﾝ ㈱サン 静岡 422-8061 静岡市駿河区森下町1-35 054-280-2950 斯波　幹和 物品製造等

179 ﾆｯｻﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱日産技術コンサルタント
静岡事務所 富士 418-0068 富士宮市豊町18-11 0544-25-1207 井上　恭自 測量・建設コンサル
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180 ﾌｼﾞﾃｯｸ フジテック㈱　中部支社静岡支店 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町20-3 054-255-3701 鈴木　聡 建設工事

181 ﾏﾂｳﾗｿﾞｳｴﾝ ㈲松浦造園 吉田町 421-0301 住吉2668-1 0548-32-8887 松浦　伊佐雄 物品製造等

182 ﾏﾂｳﾗｿﾞｳｴﾝ ㈲松浦造園 吉田町 421-0301 住吉2668-1 0548-32-8887 松浦　伊佐雄 建設工事

183 ｱｷﾉﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ ㈲秋野ホームサービス 吉田町 421-0301 住吉4024-1 0548-32-7232 秋野　元 建設工事

184 ﾊｲﾅﾝｽﾎﾟｰﾂ ハイナンスポーツ㈱ 島田 421-0422 牧之原市静波1464-5 0548-22-1184 小池　容子 物品製造等

185 ﾖｼﾀﾞﾃﾞﾝｾﾂ ㈲吉田電設 吉田町 421-0301 住吉2137-1 0548-32-3138 松本　文保 建設工事

186 ｽｲｺｰ ㈱スイコー 吉田町 421-0301 住吉3717-1 0548-33-0393 田中　正彦 建設工事

187 ﾀｶﾊｼｸﾞﾐ ㈲高橋組 吉田町 421-0303 片岡57-2 0548-32-2454 浦山　幸夫 建設工事

188 ｹﾝｼｮｳ ㈱兼祥 吉田町 421-0301 住吉4307-1 0548-32-8814 飯田　真史 建設工事

189 ｼｺｳ ㈱志高 島田 421-0204 焼津市高新田1851-1 054-622-2064 鈴木　義明 建設工事

190 ﾔｷﾞｻﾝｷﾞｮｳ 八木産業㈱ 吉田町 421-0305 大幡1364-1 0548-32-4123 八木　弘一 建設工事

191 ﾐﾗｲｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ みらい建設工業㈱　静岡営業所 島田 421-0204 焼津市高新田278-3 054-622-1122 中山　新吾 建設工事

192 ｼﾓﾀﾞｵｰｴｰｼｽﾃﾑ ㈱下田オー・エー・システム 下田 415-0029 下田市田牛字碁石浜718-229 0558-22-4536 杉本　憲一 物品製造等

193 ﾅｶﾆﾎﾝｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
中日本建設コンサルタント㈱
静岡事務所 静岡 420-0034 静岡市葵区常磐町2-13-1 054-250-2281 千賀　博生 測量・建設コンサル

194 ｴﾉｹﾝｺｳｷﾞｮｳ ㈲エノケン工業 島田 421-0535 牧之原市笠名1169-1 0548-58-0351 榎田　英明 建設工事

195 ｱﾗｲ ㈱アライ 島田 421-0421 牧之原市細江2930 0548-22-1626 新井　壽昭 建設工事

196 ｱﾗｲ ㈱アライ 島田 421-0421 牧之原市細江2930 0548-22-1626 新井　壽昭 物品製造等

197 ｱﾜﾉｺｳｷﾞｮｳ ㈲粟野工業 島田 426-0222 藤枝市中薮田171 054-648-1466 粟野　誠之 建設工事

198 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞﾎｳﾄｸ ㈱スポーツプラザ報徳 神奈川県 250-0853 小田原市堀之内458 0465-37-4600 安藤　博二 物品製造等

199 ﾃｸﾉﾁｭｳﾌﾞ ㈱テクノ中部　静岡事務所 浜松 435-0042 浜松市東区篠ケ瀬町330-1 053-411-7704 木戸　岳彦 測量・建設コンサル

200 ﾀｹｼﾀｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ ㈱竹下一級建築士事務所 浜松 430-0944 浜松市中区田町230-17 053-401-0201 竹下　昌臣 測量・建設コンサル

201 ﾄｰｴﾈｯｸ ㈱トーエネック　静岡支店 静岡 420-0029 静岡市葵区研屋町51 054-273-4350 森　弘幸 建設工事

202 ｱｲﾃｯｸ アイテック㈱　静岡支店 静岡 422-8032 静岡市駿河区有東2-12-21 054-282-7215 長谷川　正明 物品製造等

203 ﾄｳｰｽﾘｰ ㈱トゥースリー 静岡 422-8035 静岡市駿河区宮竹1-1-35 054-236-0027 海野　二三男 建設工事

204 ｶｸﾏﾙｹﾝｾﾂ 角丸建設㈱ 島田 426-0021 藤枝市城南2-7-3 054-641-0116 北澤　英宏 建設工事

205 ﾁｭｳﾌﾞﾌｯｹﾝ 中部復建㈱　浜松営業所 浜松 430-0803 浜松市東区植松町256-9 053-541-2012 加納　孝晃 測量・建設コンサル

206 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ ㈱関電工　静岡支店 沼津 410-0046 沼津市米山町8-12 055-915-5200 福島　英明 建設工事

207 ｼｼｮｳｻﾝｷﾞｮｳ ㈲志昇産業 島田 426-0062 藤枝市高岡1-12-34 054-636-1133 志村　昇 建設工事

208 ﾏｴｻﾞﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ
㈱前澤エンジニアリングサービス
静岡出張所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 054-254-1650 内山　貴裕 建設工事

209 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ ランドブレイン㈱　静岡事務所 浜松 435-0047 浜松市東区原島町478-6 053-411-3922 伊藤　克洋 測量・建設コンサル

210 ｶﾝｷｮｳｱｾｽﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ ㈱環境アセスメントセンター 静岡 420-0047 静岡市葵区清閑町13-12 054-255-3650 河合　恒一 測量・建設コンサル

211 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ ランドブレイン㈱　静岡事務所 浜松 435-0047 浜松市東区原島町478-6 053-411-3922 伊藤　克洋 物品製造等

212 ｶﾝｷｮｳｱｾｽﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ ㈱環境アセスメントセンター 静岡 420-0047 静岡市葵区清閑町13-12 054-255-3650 河合　恒一 物品製造等

213 ﾏﾙﾍﾞﾆ ㈱丸紅 島田 427-0113 島田市湯日1-1 0547-30-0357 紅林　眞之 建設工事

214 ﾅｶﾉﾁｼﾂ ㈱中野地質 島田 425-0036 焼津市西小川2-5-17 054-627-1395 中野　強一郎 建設工事

215 ﾅｶﾉﾁｼﾂ ㈱中野地質 島田 425-0036 焼津市西小川2-5-17 054-627-1395 中野　強一郎 測量・建設コンサル

216 ｴｵﾈｯｸｽ ㈱エオネックス 石川県 920-0209 金沢市東蚊爪町1-19-4 076-238-1181 北田　展之 測量・建設コンサル

217 ｴｵﾈｯｸｽ ㈱エオネックス 石川県 920-0209 金沢市東蚊爪町1-19-4 076-238-1181 北田　展之 建設工事

218 ﾀﾞｲｲﾁﾎｳｷ 第一法規㈱ 東京都 107-8560 港区南青山2-11-17 03-3404-2251 田中　英弥 物品製造等

219 ｴﾇﾃｨｰﾃｲｰﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
NTTビジネスソリューションズ㈱
静岡営業所 静岡 422-8006 静岡市駿河区曲金3-1-50 054-203-7423 久保　智裕 物品製造等

220 ﾏｴｻﾞﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ
㈱前澤エンジニアリングサービス
静岡出張所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 054-254-1650 内山　貴裕 物品製造等

221 ﾘｽｲｶｶﾞｸ 理水化学㈱　名古屋支店 愛知県 453-0014 名古屋市中村区則武1-3-8 052-452-2181 風間　史朗 建設工事

222 ｳｲﾝﾃﾞｨｰﾈｯﾄﾜｰｸ ㈱ウインディーネットワーク 下田 415-0035 下田市東本郷1-19-4 0558-22-1511 杉本　憲一 測量・建設コンサル

223 ｳｲﾝﾃﾞｨｰﾈｯﾄﾜｰｸ ㈱ウインディーネットワーク　伊東支社 熱海 414-0051 伊東市吉田752-153 0557-45-3302 小川　年弘 物品製造等

224 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽ 富士ゼロックス静岡㈱ 静岡 420-0034 静岡市葵区常磐町2-13-1 054-255-4438 山本　豊 物品製造等

225 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰﾃｸﾉｽ JFEテクノス㈱　静岡事業所 静岡 424-0064 静岡市清水区長崎新田437-1 054-344-7180 河田　安正 建設工事

226 ﾌｼﾞﾎﾞｳｻｲ 富士防災㈱ 島田 422-8046 静岡市駿河区中島1686-40 054-284-3222 小林　謙一 建設工事

227 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼｮ ㈱中西製作所　名古屋支店 愛知県 450-0003 名古屋市中村区名駅南3-13-20 052-533-2341 高杉　幹雄 建設工事

228 ﾀｸﾐｹﾝｾﾂ タクミ建設㈱ 袋井 437-1612 御前崎市池新田7696-1 0537-86-2300 岡村　誠 建設工事

229 ﾁｭｳﾌﾞﾛｰﾄﾞﾃｯｸ 中部ロードテック㈱ 静岡 422-8046 静岡市駿河区中島1830-1 054-287-2716 海野　景司 建設工事

230 ｱｻﾋﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 朝日電気工業㈱　静岡営業所 富士 416-0922 富士市水戸島元町14-18 0545-32-9692 高橋　正智 建設工事

231 ｱｻﾋﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 朝日電気工業㈱　静岡営業所 富士 416-0922 富士市水戸島元町14-18 0545-32-9692 高橋　正智 物品製造等

232 ｺｽﾓﾘｻｰﾁ ㈱コスモリサーチ東海支店 静岡 422-8034 静岡市駿河区高松2-8-1 054-266-0861 大崎　智 物品製造等

233 ﾅｶﾑﾗｹﾝｾﾂ 中村建設㈱　中遠支店 袋井 436-0022 掛川市上張676-1 0537-24-1415 長谷川　幸広 建設工事

234 ﾐﾂﾋﾞｼｶｺｳｷ 三菱化工機㈱　環境営業部 神奈川県 210-0012 川崎市川崎区宮前町1-2 044-246-7236 田淵　健治 建設工事

235 ｼﾝﾒｲﾜｺｳｷﾞｮｳ
新明和工業㈱
環境システム本部営業部 東京都 110-8620 台東区東上野5-16-5 03-3842-6332 長谷川　公三 建設工事

236 ﾆﾎﾝﾁｮｳﾘｷ 日本調理機㈱　浜松営業所 浜松 435-0052 浜松市東区天王町710 053-423-0300 杉山　貴司 物品製造等

237 ｱｻﾋｺｳｷﾞｮｳｼｬ ㈱朝日工業社　静岡営業所 静岡 422-8033 静岡市駿河区登呂2-2-3 054-281-3441 清水　義己 建設工事

238 ｲﾝﾀﾗｯｸｶﾝｻｲﾄｳｶｲ ㈱インタラック関西東海 浜松 430-0935 浜松市中区伝馬町311-14 053-456-8171 押谷　浩行 物品製造等

239 ﾓﾁﾂﾞｷﾄｺｳ ㈱望月塗工 袋井 437-1622 御前崎市白羽5713-11 0548-63-3067 望月　勲 建設工事
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240 ﾘｮｳﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 菱和エンジニアリング㈱ 静岡 420-0047 静岡市葵区清閑町10-16 054-273-6590 山名　昭義 建設工事

241 ﾄｰﾖｰ ㈱トーヨー 静岡 422-8034 静岡市駿河区高松1-15-36 054-238-1040 山﨑　幹夫 物品製造等

242 ﾃｲｿｳｶｾｲ ㈱帝装化成　掛川営業所 袋井 436-0085 掛川市成滝395-1 0537-24-7785 大谷　拓 物品製造等

243 ｼﾞｭｳｶﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 重環オペレーション㈱ 神奈川県 220-0012 横浜市みなとみらい4-4-2 045-227-1253 佐藤　正嗣 物品製造等

244 ﾁｭｳﾌﾞﾛｰﾄﾞﾃｯｸ 中部ロードテック㈱ 静岡 422-8046 静岡市駿河区中島1830-1 054-287-2716 海野　景司 物品製造等

245 ﾆｼﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳ ㈱西日本環境　浜松支店 浜松 431-2226 浜松市北区引佐町谷沢926-14 053-543-0587 鈴木　一寿 物品製造等

246 ｽｽﾞﾅｶｺｳｷﾞｮｳ 鈴中工業㈱　浜松支店 浜松 432-8054 浜松市南区田尻町206-1 053-444-2881 伊藤　貴章 建設工事

247 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ ㈱松村電機製作所　東京支店 東京都 110-0008 台東区池之端2-7-17 03-3821-6161 塚田　暁 建設工事

248 ﾅｶﾆﾎﾝｵｰﾄﾄﾞｱ 中日本オートドア㈱ 静岡 421-0112 静岡市駿河区東新田1-14-25 054-259-0123 坂田　勇一 物品製造等

249 ﾅｶﾆﾎﾝｵｰﾄﾄﾞｱ 中日本オートドア㈱ 静岡 421-0112 静岡市駿河区東新田1-14-25 054-259-0123 坂田　勇一 建設工事

250 ﾏﾂｶﾜﾃﾞﾝｷ 松川電機㈱ 浜松 431-3121 浜松市東区有玉北町65-1 053-433-3222 小澤　邦比呂 建設工事

251 ﾄﾐｽ ㈱トミス 東京都 151-0053 渋谷区代々木2-15-5 03-3370-6107 戸簾　俊久 物品製造等

252 ｷｿｼﾞﾊﾞﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 基礎地盤コンサルタンツ㈱　静岡支店 静岡 422-8062 静岡市駿河区稲川1-7-15 054-284-2010 岩山　浩 測量・建設コンサル

253 ｱｵｲｾｯｹｲ ㈱蒼設計 沼津 412-0041 御殿場市茱萸沢1077 0550-89-8118 立道　浩幸 測量・建設コンサル

254 ﾀｶｷﾞｼｹﾞｵｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈱高木滋生建築設計事務所 静岡 420-0823 静岡市葵区春日3-10-12 054-255-1411 高木　一滋 測量・建設コンサル

255 ﾄﾐﾔﾏﾚｲﾈﾂｺｳｷﾞｮｳ ㈱富山冷熱工業 静岡 422-8034 静岡市駿河区高松2-23-27 054-237-4615 富山　康史 建設工事

256 ﾄｳﾌﾞﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 東部電機工業㈱ 静岡 420-0804 静岡市葵区竜南3-8-27 054-246-3343 片山　貴雄 建設工事

257 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ ㈱松村電機製作所　東京支店 東京都 110-0008 台東区池之端2-7-17 03-3821-6161 塚田　暁 物品製造等

258 ﾊﾏﾈﾝｾﾂﾋﾞｾﾝﾀｰ ㈱ハマネン設備センター 浜松 432-8061 浜松市西区入野町619-4 053-448-5005 仲村　弘 建設工事

259 ｱｰｷｼﾞｵ ㈱アーキジオ　中日本支店 愛知県 463-0021 名古屋市守山区大森1-2701 052-799-8751 高野　裕二 物品製造等

260 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業㈱　名古屋支店 愛知県 460-0003 名古屋市中区錦3-4-6 052-957-6911 金子　功 建設工事

261 ﾄﾞｰﾋﾟｰｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ ドーピー建設工業㈱　中部支店 袋井 420-0859 掛川市富部237 054-254-5875 原　健二 建設工事

262 ｱｽｺﾀﾞｲﾄｳ ㈱アスコ大東　静岡営業所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 054-221-5507 高原　淳 物品製造等

263 ｱｽｺﾀﾞｲﾄｳ ㈱アスコ大東　静岡営業所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 054-221-5507 高原　淳 測量・建設コンサル

264 ｴﾝﾄﾞｳｶｶﾞｸ 遠藤科学㈱　島田営業所 島田 427-0104 島田市井口1355 0547-38-3900 西脇　友彦 物品製造等

265 ﾊｲﾊﾞﾗｸﾞﾝｷｮｳｲｸﾖｳﾋﾝ ㈲榛原郡教育用品 島田 421-0422 牧之原市静波768 0548-22-1355 大石　和宏 物品製造等

266 ﾅﾝﾌﾞｹﾝｾﾂ 南部建設㈱ 袋井 437-1522 菊川市嶺田1177-1 0537-73-2415 竹林　大造 建設工事

267 ｼｽﾞｵｶｹﾝｻﾝｷﾞｮｳｶﾝｷｮｳｾﾝﾀｰ （一社）静岡県産業環境センター 浜松 431-2103 浜松市北区新都田1-4-6 053-428-3430 神谷　文吾 測量・建設コンサル

268 ｼｽﾞｵｶｹﾝｻﾝｷﾞｮｳｶﾝｷｮｳｾﾝﾀｰ （一社）静岡県産業環境センター 浜松 431-2103 浜松市北区新都田1-4-6 053-428-3430 神谷　文吾 物品製造等

269 ﾆﾎﾝﾚﾝｺﾞｳｹｲﾋﾞ 日本連合警備㈱ 島田 427-0041 島田市中河町8968-7 0547-36-1127 澤脇　丈博 物品製造等

270 ｻﾝｷﾞｮｳﾉｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸ （学）産業能率大学 東京都 158-8630 世田谷区等々力6-39-15 03-3704-1111 上野　俊一 物品製造等

271 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼｮ ㈱中西製作所　静岡営業所 静岡 422-8066 静岡市駿河区泉町8-3－102 054-202-5671 白山　雅也 物品製造等

272 ﾁｲｷﾏﾁﾂﾞｸﾘｹﾝｷｭｳｼﾞｮ ㈱地域まちづくり研究所 静岡 420-0831 静岡市葵区水落町5-5 054-270-6535 鋤柄　幸成 測量・建設コンサル

273 ｱｲｲｰｴﾑ ㈱IEM 神奈川県 210-0004 川崎市川崎区宮本町6-1 044-221-7155 角野　修一 物品製造等

274 ﾀｶｻｺﾞｴﾂｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 高砂熱学工業㈱　静岡営業所 静岡 420-0852 静岡市葵区紺屋町17-1 054-252-1195 村松　総一 建設工事

275 ﾀﾞｲﾆﾁｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大日コンサルタント株　静岡事務所 静岡 420-0857 静岡市葵区御幸町11-30 054-685-9001 大石　裕之 測量・建設コンサル

276 ｱｻﾋｺｳﾖｳ 朝日航洋㈱　静岡支店 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町20-3 054-254-6456 宮下　博 測量・建設コンサル

277 ﾌｼﾞﾂｳ 富士通㈱　静岡支社 静岡 422-8067 静岡市駿河区南町18-1 054-203-0001 中園　圭一 建設工事

278 ﾌｼﾞﾂｳ 富士通㈱　静岡支社 静岡 422-8067 静岡市駿河区南町18-1 054-203-0001 中園　圭一 測量・建設コンサル

279 ｱｵｼﾏｱｷﾗｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ 青島彰一級建築士事務所 島田 426-0037 藤枝市青木3-14-1 054-643-6118 青島　彰 測量・建設コンサル

280 ｻﾝｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ ㈱三祐コンサルタンツ　静岡事務所 島田 426-0033 藤枝市小石川町3-7-17 054-669-9380 鈴木　信行 測量・建設コンサル

281 ﾅｺﾞﾔﾌﾟﾗﾝﾄ ナゴヤプラント㈱ 愛知県 461-0004 名古屋市東区葵3-25-1 052-935-1706 寺嶋　秀司 建設工事

282 ﾅｺﾞﾔﾌﾟﾗﾝﾄ ナゴヤプラント㈱ 愛知県 461-0004 名古屋市東区葵3-25-1 052-935-1706 寺嶋　秀司 物品製造等

283 ｼﾏﾀﾞﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ 島田防災設備㈱ 島田 427-0047 島田市中溝町1632-15 0547-37-6441 奥尾　龍太郎 建設工事

284 ｼﾏﾀﾞﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ 島田防災設備㈱ 島田 427-0047 島田市中溝町1632-15 0547-37-6441 奥尾　龍太郎 物品製造等

285 ﾈｯﾄﾜｰｸ ネットワーク㈱ 浜松 435-0042 浜松市東区篠ケ瀬町554-4 053-423-2400 黒田　英己 物品製造等

286 ﾈｯﾄﾜｰｸ ネットワーク㈱ 浜松 435-0042 浜松市東区篠ケ瀬町554-4 053-423-2400 黒田　英己 建設工事

287 ｵｵｲｼｾｲｻｸｼｮ ㈲大石製作所 吉田町 421-0304 神戸2329-5 0548-33-3346 大石　優司 物品製造等

288 ﾊﾏﾏﾂｼﾔｸｻﾞｲｼｶｲ （一社）浜松市薬剤師会 浜松 432-8062 浜松市南区増楽町1132-4 053-445-2988 川口　久佳 物品製造等

289 ﾊﾏﾏﾂｼﾔｸｻﾞｲｼｶｲ （一社）浜松市薬剤師会 浜松 432-8062 浜松市南区増楽町1132-4 053-445-2988 川口　久佳 測量・建設コンサル

290 ｱｻﾋｺｳﾖｳ 朝日航洋㈱　静岡支店 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町20-3 054-254-6456 宮下　博 物品製造等

291 ﾆﾎﾝﾁﾘｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱日本地理コンサルタント 静岡 420-0801 静岡市葵区東千代田1-6-20 054-261-6956 山田　巧 測量・建設コンサル

292 ﾀﾞｲｲﾁﾃｸﾉ ㈱第一テクノ　静岡営業所 静岡 420-0812 静岡市葵区古庄1-2-6 054-655-0761 山田　奏司 建設工事

293 ﾔﾏﾀﾞﾕﾆｱ ヤマダユニア㈱ 静岡 424-0835 静岡市清水区上清水町3-19 054-351-0567 山田　恵 物品製造等

294 ﾄｸｼｭﾄｳｶｲﾌｫﾚｽﾄ ㈱特種東海フォレスト 島田 428-0013 島田市金谷東1-753-1 0547-46-1551 山本　実 建設工事

295 ﾄｸｼｭﾄｳｶｲﾌｫﾚｽﾄ ㈱特種東海フォレスト 島田 428-0013 島田市金谷東1-753-1 0547-46-1551 山田　英紀 物品製造等

296 ﾀﾞｲﾄﾞｳﾃﾞﾝｷ 大同電気㈱ 吉田町 421-0301 住吉1701 0548-32-0634 福世　文浩 建設工事

297 ﾒｲﾘｮｳﾃﾞﾝｼ 名菱電子㈱　静岡支店 静岡 422-8056 静岡市駿河区津島町13-28 054-269-4023 布目　智宏 物品製造等

298 ﾒｲﾘｮｳﾃﾞﾝｼ 名菱電子㈱　静岡支店 静岡 422-8056 静岡市駿河区津島町13-28 054-269-4023 布目　智宏 建設工事

299 ﾅｶﾆﾎﾝｺｳｸｳ 中日本航空㈱　静岡支店 静岡 422-8005 静岡市駿河区池田864 054-264-8211 池谷　元章 物品製造等
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300 ﾅｶﾆﾎﾝｺｳｸｳ 中日本航空㈱　静岡支店 静岡 422-8005 静岡市駿河区池田864 054-264-8211 池谷　元章 測量・建設コンサル

301 ﾊﾗｸﾞﾁﾄｿｳ 原口塗装㈱ 島田 421-0533 牧之原市新庄１１０３ 0548-58-0118 原口　顕司 建設工事

302 ｼｽﾞｵｶｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ 静岡コンサルタント㈱静岡支店 静岡 422-8067
静岡市駿河区南町11番14号　Ｆフ
ラット1階 054-203-2552 長谷川　明孝 測量・建設コンサル

303 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設㈱静岡総合営業所 静岡 422-8062 静岡市駿河区稲川２－２－１９ 054-282-0087 冨士﨑　一雄 建設工事

304 ﾐｴﾁｭｳｵｳｶｲﾊﾂ 三重中央開発㈱ 三重県 518-1152 伊賀市予野４７１３ 0595-20-1119 金子　文雄 物品製造等

305 ﾐｴﾁｭｳｵｳｶｲﾊﾂ 三重中央開発㈱ 三重県 518-1152 伊賀市予野４７１３ 0595-20-1119 金子　文雄 建設工事

306 ﾀﾞｲｴｲｶﾝｷｮｳ 大栄環境㈱ 兵庫県 658-0031 東灘区向洋町東２－２－４ 078-857-6600 金子　文雄 建設工事

307 ｵｻﾞﾜｸﾞﾐ ㈱小沢組 島田 427-0035 島田市向谷元町６３５－１ 0547-37-1178 市川　哲男 建設工事

308 ｾﾞﾝﾘﾝ ㈱ゼンリン　中部支社 愛知県 456-0012 名古屋市熱田区沢上2-1-32 052-684-2771 荒木　康博 測量・建設コンサル

309 ｾﾞﾝﾘﾝ ㈱ゼンリン　静岡営業所 静岡 422-8072 静岡市駿河区小黒3-11-19 054-286-1417 木部　剛 物品製造等

310 ﾄｳｱｶﾝｷｮｳｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱東亜環境コーポレーション 神奈川県 243-0427 海老名市杉久保南5-16-12 046-239-2130 東　浩志 物品製造等

311 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター㈱　静岡営業所 静岡 422-8051 静岡市駿河区中野新田57-193 054-280-6671 南澤　高男 建設工事

312 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ メタウォーター㈱　静岡営業所 静岡 422-8051 静岡市駿河区中野新田57-193 054-280-6671 南澤　高男 物品製造等

313 ﾔﾏｼﾀｾｯｹｲ ㈱山下設計　中部支社 愛知県 460-0003 名古屋市中区錦３－６－２９ 052-961-8731 和田　直 測量・建設コンサル

314 ｲｼﾌｸｹﾝｾﾂ 石福建設㈱ 静岡 421-1213 静岡市葵区山崎１－３５－１ 054-278-6611 望月　克政 建設工事

315 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱　静岡事務所 静岡 420-0837 静岡市葵区日出町１－２ 054-252-5868 間宮　正和 測量・建設コンサル

316 ｼｽﾞｵｶｹﾝｼﾝｴﾈﾙｷﾞｰｽｲｼﾝｷｺｳ （法）静岡県新エネルギー推進機構 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町４４－１ 054-252-9023 平井　一之 物品製造等

317 ｴｲｴｲﾋﾟｰ ㈱エイエイピー　静岡支店 静岡 422-8061 静岡市駿河区森下町3-6 054-284-6333 大石　英次 物品製造等

318 ｻﾝｼﾝｾｲｺｳ 三辰精工㈱ 東京都 134-0091 東京都江戸川区船堀4-12-10 03-3680-2501 高瀬清久 建設工事

319 ｽﾔﾏｹﾝｾﾂ 須山建設㈱　東遠支店 袋井 437-1421 掛川市大坂６３６９ 0537-72-3480 堀之内　亨 建設工事

320 ﾆﾁｴｲｶﾗｰ ㈲日栄カラー 島田 426-0041 藤枝市高柳４－１３－２５ 054-636-3838 八木　栄樹 建設工事

321 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大日本コンサルタント㈱　静岡営業所 静岡 420-0852 静岡市葵区紺屋町１１－１ 054-252-7757 山下　浩之 測量・建設コンサル

322 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾘｻｰﾁ ㈱グランドリサーチ 静岡 421-0113 静岡市駿河区下川原５－４－５ 054-259-0939 黒田　了介 測量・建設コンサル

323 ｷｮｳﾜｶｺｳ 共和化工㈱　関東支店 東京都 141141-8519 品川区西五反田7-25-19 03-3494-1311 高田　真人 建設工事

324 ﾑｶｲﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱向田工業所 島田 426-1121 藤枝市岡部町岡部１８２６－１ 054-667-7000 向田　博 物品製造等

325 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設㈱　静岡営業所 静岡 420-0857 静岡市葵区御幸町５－９ 054-254-4591 大橋　成基 建設工事

326 ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ オリジナル設計㈱　静岡事務所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町１１－７ 054-251-7540 海野　倫裕 物品製造等

327 ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ オリジナル設計㈱　静岡事務所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町１１－７ 054-251-7540 海野　倫裕 測量・建設コンサル

328 ｼｽﾞｵｶｶｺｳｹﾝｾﾂ 静岡化工建設㈱ 静岡 422-8036 静岡市駿河区敷地2-26-13 054-237-1955 榊原　仁 建設工事

329 ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 国土情報開発㈱ 東京都 154-8530 世田谷区池尻２－７－３ 03-5481-3000 羽田　寛 測量・建設コンサル

330 ﾆﾎﾝｴﾑｱｲｴｰ ㈱日本エム・アイ・エー 愛知県 460-0003 名古屋市中区錦1-6-18 052-253-8896 山本　英次 測量・建設コンサル

331 ｻﾝｷｸﾘｰﾝ 三起クリーン㈱ 静岡 422-8064 静岡市駿河区新川1-19-29 054-285-2983 丸山　博史 建設工事

332 ｻﾝｷｸﾘｰﾝ 三起クリーン㈱ 静岡 422-8064 静岡市駿河区新川1-19-29 054-285-2983 丸山　博史 物品製造等

333 ｼﾝﾄｳｶｲﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ 新東海ロジスティクス㈱ 島田 427-0045 島田市向島町４３７９ 0547-35-6505 落合　一彦 測量・建設コンサル

334 ｱｵｲﾃﾚﾃｯｸ ㈱アオイテレテック 静岡 422-8044 静岡市駿河区西脇1160-1 054-286-1255 佐野　靖浩 建設工事

335 ｱｵｲﾃﾚﾃｯｸ ㈱アオイテレテック 静岡 422-8044 静岡市駿河区西脇1160-1 054-286-1255 佐野　靖浩 物品製造等

336 ﾀﾞｲｴｲｶﾝｷｮｳ 大栄環境㈱ 大阪府 594-1144 和泉市テクノステージ2-3-28 0595-20-1119 金子　文雄 物品製造等

337 ﾆﾜｺｳｷﾞｮｳｼｮｳｶｲ ㈱二和工業商会 沼津 411-0801 三島市谷田１３０１－１ 055-972-1414 堀内　忍 建設工事

338 ﾄｳﾜﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ㈱東和テクノロジー　静岡営業所 熱海 413-0002 熱海市伊豆山字鳴沢792-1 0557-88-2729 吉田　直弘 測量・建設コンサル

339 ｼﾗｲﾜｾｯｹｲ ㈱白岩設計 浜松 432-8022 浜松市中区山手町３１－２ 053-452-7191 白岩　利治 測量・建設コンサル

340 ｶｲｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ ㈱会議録センター 埼玉県 369-0112 鴻巣市鎌塚１－４－１２ 048-549-0822 加藤　信也 物品製造等

341 ｻﾝｾｲｼｮｳｶｲ ㈲山静商会 袋井 438-0086 磐田市見付１６８３－４２ 0538-36-0366 鈴木　典彦 建設工事

342 ｷｮｸﾄｳｺｳﾜ 極東興和㈱　静岡営業所 袋井 437-0213 周智郡森町睦実１１２３－１０ 0538-84-0550 山内　孝彦 建設工事

343 ｸﾎﾞﾀｹﾝｿｳ 久保田建装㈱　本店 静岡 422-8044 静岡市駿河区西脇３４２－１ 054-202-2755 稲葉　寛 建設工事

344 ｻﾉﾄｿｳ 佐野塗装㈱ 静岡 422-8041 静岡市駿河区中田１－１－２０ 054-285-7191 佐野　範宜 建設工事

345 ｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮｴｽﾃｨｰﾋﾞｰ 一級建築士事務所　エス　ティー　ピー 島田 427-0045 島田市向島町２９２４－１ 0547-36-6147 酒井　勝 測量・建設コンサル

346 ﾄｳｶｲｱﾝｾﾞﾝｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 東海安全警備保障㈱ 静岡 422-8034 静岡市駿河区高松２－５－３５ 054-238-2233 塩澤　英子 物品製造等

347 ﾏﾂﾓﾄﾛｳｽｲﾁｮｳｻ 松本漏水調査㈱　東京営業所 東京都 168-0064 杉並区永福３－５１－１－３０３ 03-5355-3702 櫻井　宏二 建設工事

348 ｻﾝｾｲｼｮｳｶｲ ㈲山静商会 袋井 438-0086 磐田市見付１６８３－４２ 0538-36-0366 鈴木　典彦 物品製造等

349 ﾄｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東和コンサルタント㈱　静岡営業所 吉田町 421-0304 吉田町神戸８８６－１ 0548-32-7726 藤吉　宏紀 物品製造等

350 ｼｰﾃｯｸ ㈱シーテック　静岡支社 静岡 421-1213 静岡市葵区山崎2-27-19 054-278-3880 今木　雅美 建設工事

351 ｱｰﾙﾋﾟｰｱｲﾄﾁｷﾞ ㈱アールピーアイ栃木 栃木県 320-0851 宇都宮市鶴田町1333-1 028-647-3166 室井忠顕 測量・建設コンサル

352 ｱｰﾙﾋﾟｰｱｲﾄﾁｷﾞ ㈱アールピーアイ栃木 栃木県 320-0851 宇都宮市鶴田町1333-1 028-647-3166 室井忠顕 物品製造等

353 ﾏｷﾉｸﾞﾐ ㈱牧野組 袋井 439-0021 菊川市小出５１ 0537-36-2145 牧野　通也 建設工事

354 ｻｶﾓﾄ ㈲サカモト 静岡 424-0887 静岡市清水区谷田４－２３ 054-345-8060 坂本　博昭 物品製造等

355 ｽﾄﾞｳｼｮｳｶｲ ㈲首藤商会 静岡 420-0813 静岡市葵区長沼２－１６－２３ 054-261-1240 首藤　明夫 物品製造等

356 ﾘｯｶ 立華㈱ 富士 416-0906 富士市本市場４２２－１ 0545-61-8402 池田　勝弘 物品製造等

357 ﾘｯｶ 立華㈱ 富士 416-0906 富士市本市場４２２－１ 0545-61-8402 池田　勝弘 測量・建設コンサル

358 ﾌｼﾞｿｸﾘｮｳｼﾞﾑｼｮ ㈱富士測量事務所 富士 417-0055 富士市永田町１－１２２ 0545-51-0867 杉山　博 測量・建設コンサル

359 ﾏｻｷｺｳｷﾞｮｳ 柾木工業㈱　東京支店 東京都 100-0011 千代田区内幸町１－３－３ 03-6206-6900 山崎　慶祐 物品製造等
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360 ｼﾌﾞﾔﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｺｳｷﾞｮｳ シブヤパイピング工業㈱　浜松支店 浜松 430-0929 浜松市中区中央１－２－１ 053-454-1265 中村　悟 建設工事

361 ﾃﾙｳｪﾙﾆｼﾆｯﾎﾟﾝ テルウェル西日本㈱ 静岡 420-0823 静岡市葵区春日2-11-21 054-221-1800 西川　浩司 物品製造等

362 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ ㈱明電舎静岡支店 静岡 420-0837 静岡市葵区日出町1-2 054-251-3931 古谷　伸一 建設工事

363 ｾｲﾜｾｯｹｲ セイワ設計㈱ 浜松 433-8114 浜松市中区葵東1-14-25 053-437-4110 飯島　由紀子 測量・建設コンサル

364 ｷﾉｸﾆﾔｼｮﾃﾝ ㈱紀伊國屋書店神奈川静岡営業本部 静岡 420-0837
静岡市葵区日出町1-2TOKAI日出
町ビル 054-253-3015 山本　真治 物品製造等

365 ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ ㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府 615-0851
京都市右京区西京極西池田町9番
地5西京極駅前ビル6階 075-924-2582 藤原　壮督 物品製造等

366 ｱｵｼﾏﾎﾟﾝﾌﾟｺｳｷﾞｮｳ 青島ポンプ工業㈱ 島田 425-0022 焼津市本町6-14-10 054-628-2153 青島　直久 建設工事

367 ﾌｼﾞﾐｴﾝ ㈱富士見園 沼津 411-0932 長泉町南一色106 055-986-6567 渡邊　豊 建設工事

368 ｵｸﾞｼﾀﾝｺｳｻｸｾﾝ 小櫛探鉱鑿泉㈱ 富士 419-0201 富士市厚原2202 0545-71-8800 小櫛　法子 建設工事

369 ｾｰﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞ セーフティガード㈱ 島田 427-0007 島田市野田１１２１－１ 0547-33-0530 萩原　邦彦 物品製造等

370 ｺｳｹﾝﾋｮｳｼﾞ ㈱交研標示 静岡 422-8036 静岡市駿河区敷地2-27-15 054-237-8131 須藤　和彦 建設工事

371 ﾋﾛﾀ ㈱ヒロタ 東京都 155-0033 世田谷区代田5-10-6 03-3414-6266 諏訪　忠 物品製造等

372 ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 沖電気工業㈱　静岡支店 静岡 420-0031 静岡市葵区呉服町2-1-5 054-254-5461 本島　康史 物品製造等

373 ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 沖電気工業㈱　静岡支店 静岡 420-0031 静岡市葵区呉服町2-1-5 054-254-5461 本島　康史 建設工事

374 ｼｽﾞｵｶｹﾝｾｲｶﾂｶｶﾞｸｹﾝｻｾﾝﾀｰ （一財）静岡県生活科学検査センター 静岡 420-0881 静岡市葵区北安東4-27-2 054-247-8595 石川　幸伸 物品製造等

375 ｼｽﾞｵｶｹﾝｾｲｶﾂｶｶﾞｸｹﾝｻｾﾝﾀｰ （一財）静岡県生活科学検査センター 静岡 420-0881 静岡市葵区北安東4-27-2 054-247-8595 石川　幸伸 測量・建設コンサル

376 ﾓﾄﾊｼｹﾝｾﾂ 本橋建設㈱ 島田 425-0021 焼津市中港3-4-8 054-629-0248 本橋　孝洋 建設工事

377 ﾋﾞｰﾑｹｲｶｸｾｯｹｲ ビーム計画設計㈱ 岐阜県 500-8455 岐阜市加納栄町通7-30 058-271-9111 久保　正美 物品製造等

378 ﾏﾙｾﾞﾝﾁｭｳｷ マルゼン厨機㈱ 浜松 430-0912 浜松市中区茄子町354-6 053-464-2277 小栗　豊人 物品製造等

379 ﾉﾀﾞｯｸ ノダック㈱ 大阪府 561-0893 豊中市宝山町23-15 06-6841-1512 泉　肇 建設工事

380 ﾂﾙﾐｾｲｻｸｼｮ ㈱鶴見製作所　中部支店 愛知県 453-0853 名古屋市中村区牛田通2-19 052-481-8181 森　光洋 建設工事

381 ｽｷﾞｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ ㈱スギ建築事務所 静岡 422-8046 静岡市駿河区中島153-2 054-287-4488 杉田　晴彦 測量・建設コンサル

382 ｻｲﾄｳﾌﾐｵｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ ㈱斎藤文雄建築事務所 島田 425-0057 焼津市下小田5-17 054-623-2233 齋藤　滋史 測量・建設コンサル

383 ｱｲﾃｯｸ アイテック㈱ 大阪府 530-0001 北区梅田3-3-10 06-6346-0036 前田　幸治 建設工事

384 ｱｽﾞﾏﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東電設工業㈱ 浜松 432-8026 浜松市中区元魚町150 053-454-5438 寺田　徹 建設工事

385 ﾌｸﾍﾞﾃﾞﾝｾﾂ ㈲フクベ電設 島田 425-0074 焼津市栁新屋876-5 054-629-1819 服部　鉄也 建設工事

386 ﾃﾝﾘｭｳｿﾞｳｴﾝ 天龍造園建設㈱ 浜松 435-0021 浜松市東区材木町３８ 053-421-1180 内山　晴芳 建設工事

387 ﾊｯｺｳｶｲｳﾝ 八光海運㈱ 大阪府 585-0002 南河内郡南町４５３－１ 0721-93-2222 足立　敏巳 建設工事

388 ﾊｯｺｳｶｲｳﾝ 八光海運㈱ 大阪府 585-0002 南河内郡南町４５３－１ 0721-93-2222 足立　敏巳 物品製造等

389 ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ ㈱会議録研究所 東京都 162-0844 新宿区市谷八幡町１６ 03-3267-6051 妹尾　潤 物品製造等

390 ﾊﾘｶﾞﾔ (合）針谷 静岡 422-8072 静岡市駿河区小黒３－６－９ 054-281-1410 三輪　豊 測量・建設コンサル

391 ﾋﾞｰﾑｹｲｶｸｾｯｹｲ ビーム計画設計㈱ 岐阜県 500-8455 岐阜市加納栄町通7-30 058-271-9111 久保　正美 測量・建設コンサル

392 ﾏﾝﾈﾝﾄﾞｳ ㈲萬年堂 吉田町 421-0301 住吉423-1 0548-34-0800 萬年　義仁 物品製造等

393 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
㈱サーベイリサーチセンター
静岡事務所 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町8-1 054-251-3661 北崎　聖二 物品製造等

394 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
㈱サーベイリサーチセンター
静岡事務所 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町8-1 054-251-3661 北崎　聖二 測量・建設コンサル

395 ﾄｳｺｳｶﾞｰﾄﾞ 東光ガード㈱ 静岡 422-8045 静岡市駿河区西島613-1 054-283-1991 松永　光正 物品製造等

396 ﾖｼﾅｶﾞ ㈱吉永　焼津支店 島田 425-0012 焼津市浜当目1042-23 054-620-9988 鈴木　規由 物品製造等

397 ﾉﾀﾞｯｸ ノダック㈱　中部事業所 岐阜県 503-0856 大垣市新田町4-30 0584-89-0320 金岩　紀彦 物品製造等

398 ｼｽﾞｵｶﾕｳｸﾞ ㈱静岡遊具 島田 422-8045 静岡市駿河区西島316-6 054-284-6685 中居　敏広 物品製造等

399 ﾋﾞｼｮｳ ㈱美商 吉田町 421-0301 吉田町住吉５３０９－１ 0548-33-9605 三輪　兼巳 建設工事

400 ｼｽﾞｵｶｹﾝｶﾝｷｮｳｼｹﾞﾝｷｮｳｶｲ （一社）静岡県環境資源協会 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町４４－１ 054-252-9023 荒木　信幸 物品製造等

401 ｹｲｼｮｳｼｬﾀｲ ㈱ケイショウ車体 静岡 420-0922 静岡市葵区流通センター11-4 054-395-7119 高橋　憲和 物品製造等

402 ﾀﾞｲｲﾁｹﾝｾﾂ 第一建設㈱ 静岡 420-0047 静岡市葵区清閑町１４－２７ 054-255-2022 市川　照 建設工事

403 ﾗﾝﾌﾞﾙ ㈱ランブル 島田 426-0046 藤枝市高洲７４－５ 054-634-1077 鈴木　克年 物品製造等

404 ﾀﾞｲｹﾝｯﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ ㈱静岡ダイケンビルサービス 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町３－９ 054-255-6322 橋山　泰弘 物品製造等

405 ｼｽﾞｵｶｵﾌｨｽｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ ㈱静岡オフィスオートメーション 静岡 421-0134 静岡市駿河区青木188-3 054-257-0465 梅原　義隆 物品製造等

406 ｽｴﾋﾛｹﾝｾﾂ 末廣建設㈱ 島田 426-0042 藤枝市兵太夫986-1 054-636-1166 玉木　末雄 建設工事

407 ｽｽﾞｷﾄｿｳｺｳﾑﾃﾝ ㈱鈴木塗装工務店　静岡支店 静岡 420-0022 静岡市葵区車町１４ 054-255-2625 大橋　由典 建設工事

408 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設㈱　静岡営業所 静岡 420-0033 静岡市葵区昭和町５－１１ 054-251-0612 高橋　泰隆 建設工事

409 ﾄｳｶｲﾌﾟﾗﾝﾄ 東海プラント㈱ 沼津 410-0861 沼津市真砂町２６７－２ 055-951-5240 土屋　凱英 物品製造等

410 ｷﾝﾜﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 近和電業㈱ 静岡 420-0823 静岡市葵区春日２－４－２２ 054-252-0754 今瀬　誠 物品製造等

411 ｱｻﾋｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 旭測量設計㈱ 島田 425-0066 焼津市大島２０６－４ 054-624-0777 見崎　康司 測量・建設コンサル

412 ﾏﾂｳﾗｶﾝｺｳ ㈲松浦管工 吉田町 421-0302 吉田町川尻６８８－１ 0548-32-0493 松浦　静雄 建設工事

413 ﾋﾛｶﾜｸﾞﾐ ㈱廣川組 吉田町 421-0304 吉田町神戸3862 0548-32-1857 廣川　栄一郎 建設工事

414 ｻﾝﾑﾗﾀ ㈲サンムラタ 吉田町 421-0301 吉田町住吉４０７４－１ 0548-32-3510 村田　利道 建設工事

415 ｷｮｳﾜｼｮｳﾎﾞｳｷｼｮｳｶｲ ㈲協和消防機商会 吉田町 421-0304 吉田町神戸３３９５－４ 0548-32-2850 青野　真久 建設工事

416 ｷｮｳﾜｼｮｳﾎﾞｳｷｼｮｳｶｲ ㈲協和消防機商会 吉田町 421-0304 吉田町神戸３３９５－４ 0548-32-2850 青野　真久 物品製造等

417 ﾀｲﾖｳﾃﾞﾝｾﾂ 大洋電設㈱ 島田 421-0422 牧之原市静波１３３３－５ 0548-22-0586 榎田　勇治 建設工事

418 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 西松建設㈱　静岡営業所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町１１－７ 054-253-8545 佐藤　政幸 建設工事

419 ﾊﾏﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 浜電工業㈱ 袋井 437-1413 掛川市国安９０２－５ 0537-72-2008 松田　良克 建設工事
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420 ｺｽﾓﾃｯｸｵｵﾀ ㈱コスモテック太田 島田 427-0018 島田市旭３－２０－７ 0547-35-3341 太田　政昭 建設工事

421 ﾅｶﾑﾗｸﾞﾐ ㈱中村組 静岡 430-0906 浜松市中区住吉5-22-1 053-412-1111 中村　嘉宏 建設工事

422 ﾔｽﾀﾞ 安田㈱　静岡支店 静岡 422-8027 静岡市駿河区豊田3-7-5 054-654-6177 竹中　利幸 物品製造等

423 ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ ㈱ライズファクトリー 東京都 102-0072 千代田区飯田橋2-1-4 03-3288-0099 戸田　その子 物品製造等

424 ｷｮｳﾘﾂﾃﾞﾝｷ 協立電機㈱ 静岡 422-8686 静岡市駿河区中田本町61-1 054-288-8899 西　信之 建設工事

425 ｷｮｳﾘﾂﾃﾞﾝｷ 協立電機㈱ 静岡 422-8686 静岡市駿河区中田本町61-1 054-288-8899 西　信之 物品製造等

426 ｷﾉｼﾀｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 木下建設工業㈱ 島田 425-0027 焼津市栄町4-5-14 054-628-4128 松永　美佐子 建設工事

427 ｴﾇｴﾇｼｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱NNCエンジニアリング　南魚沼支社 新潟県 949-7251 南魚沼市大崎4369-2 025-779-2141 中島　直人 建設工事

428 ｿﾘｯｸｵｰﾄﾄﾞｱ ソリックオートドア㈱ 静岡 422-8005 静岡市駿河区池田1800-1 054-264-2023 川﨑　秀徳 物品製造等

429 ﾏｽﾀﾞｸﾞﾐ ㈱増田組 袋井 437-1611 御前崎市新野868-2 0537-86-3245 増田　慎平 建設工事

430 ﾏﾂﾀﾞｵｰﾄﾘｰｽ マツダオートリース㈱ 広島県 730-0011 広島市中区基町11-10 082-511-8710 力武　秀行 物品製造等

431 ﾒｲｺｳｹﾝｾﾂ 名工建設㈱　静岡支店 静岡 422-8067 静岡駿河区南町6-1 054-283-3800 大橋　信治 建設工事

432 ﾆｯｶﾝ 日管㈱　焼津支店 島田 425-0091 焼津市八楠3-2-14 050-9012-2065 鳥居　幸男 建設工事

433 ﾄｳﾖｳｼｮｸﾋﾝ ㈱東洋食品 東京都 110-0015 台東区東上野1-14-4 03-3836-1291 荻久保　英男 物品製造等

434 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ ㈱図書館流通センター 東京都 112-8632 文京区大塚3-1-1 03-3943-2221 石井　昭 物品製造等

435 ﾀｶｵｶﾄｿｳ ㈱高岡塗装 富士 418-0044 富士宮市大中里1740-1 0544-23-3636 高岡　正年 建設工事

436 ｺｳｷｮｳﾁｹﾝ 公共地研㈱ 埼玉県 333-0811 川口市戸塚3-25-27 048-297-5751 遠藤　巌 測量・建設コンサル

437 ｺｳｷｮｳｾｯｹｲ ㈱公共設計 浜松 430-0926 浜松市中区砂山町353-3 053-455-4402 関戸　敏訓 測量・建設コンサル

438 ｺｳｷｮｳﾁｹﾝ 公共地研㈱ 埼玉県 333-0811 川口市戸塚3-25-27 048-297-5751 遠藤　巌 物品製造等

439 ｿｳﾜ ㈱創和 東京都 133-0061 江戸川区篠崎町3-33-8 03-5637-8888 石住　義光 物品製造等

440 ﾏﾙｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 丸一物産㈱ 浜松 430-0917 浜松市中区常磐町141-16 053-454-5401 古橋　利雄 建設工事

441 ﾏﾙｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 丸一物産㈱ 浜松 430-0917 浜松市中区常磐町141-16 053-454-5401 古橋　利雄 物品製造等

442 ﾁﾄｾｼﾞﾄﾞｳｼｬｺｳｷﾞｮｳ 千歳自動車工業㈱ 神奈川県 232-0024 横浜市南区浦舟町5-77 045-231-8251 竹村　統身 物品製造等

443 ﾆｯｺｸ ㈱ニッコク　名古屋支店 愛知県 462-0818 名古屋市北区彩紅橋通2-5 052-914-3516 戸松　寿之 物品製造等

444 ｼｽﾞｵｶｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ 静岡ガスエネルギー㈱　榛南営業所 吉田町 421-0301 住吉4292-2 0548-32-0001 加藤　靖彦 物品製造等

445 ｸﾆｾｯｹｲ ㈱国設計 東京都 153-0043 目黒区東山1-2-7 03-5721-3792 江國　隆 測量・建設コンサル

446 ｴｲﾁﾜｲｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱HYSエンジニアリングサービス 東京都 187-8512 小平市御幸町32 042-320-5931 飯田　一郎 建設工事

447 ﾌｼﾞﾂｳﾘｰｽ 富士通リース㈱　静岡支店 静岡 422-8067 静岡市駿河区南町18-1 054-203-0016 安藤　直樹 物品製造等

448 ﾀﾞｲｷ ㈱大輝　中部支店 袋井 436-0030 掛川市杉谷南2-6-1 0537-61-3881 嶋寺　武史 測量・建設コンサル

449 ﾀﾞｲｷ ㈱大輝　中部支店 袋井 436-0030 掛川市杉谷南2-6-1 0537-61-3881 嶋寺　武史 物品製造等

450 ｺｯｺｳｼｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 国光施設工業㈱　冨士宮営業所 富士 418-0045 富士宮市中島町329 0544-27-5216 梅澤　松治 建設工事

451 ｵﾏｴｻﾞｷｺｳﾑｼｮ ㈱御前崎工務所 袋井 437-1621 御前崎市御前崎3414 0548-63-2508 大澤孝久 建設工事

452 ﾁｭｳﾃﾞﾝｵｰﾄﾘｰｽ ㈱中電オートリース静岡支店 静岡 422-8027 静岡市駿河区豊田１－２－４６ 054-284-7358 高田　哲 物品製造等

453 ﾆﾎﾝｽﾃﾘ 日本ステリ㈱ 東京都 101-0054 千代田区神田錦町1-19-1 03-3292-1610 酒井　一也 物品製造等

454 ﾀﾏﾉｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 玉野総合コンサルタント㈱　島田事務所 島田 427-0045 島田市向島町2849-1 0547-33-0511 鈴木　勝爾 物品製造等

455 ﾀﾏﾉｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 玉野総合コンサルタント㈱　島田事務所 島田 427-0045 島田市向島町2849-1 0547-33-0511 鈴木　勝爾 測量・建設コンサル

456 ﾊﾅﾋﾞｼｹﾝｾﾂﾌｼﾞｴﾀﾞｼﾃﾝ 花菱建設㈱藤枝支店 島田 426-0045 藤枝市泉町52-1 054-637-3281 齋藤　貴宏 建設工事

457 ｲﾜﾓﾄｿﾞｳｴﾝ ㈲岩本造園 吉田町 421-0302 吉田町川尻６５－１１ 0548-32-2507 岩本　具樹 建設工事

458 ｷｮｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱共和コンサルタント　藤枝営業所 島田 426-0046 藤枝市高洲1-5-29 054-668-9197 齋藤　康二 測量・建設コンサル

459 ｶﾜﾗｻｷｼｮｳｼﾞ ㈱河原崎商事 島田 421-0514 牧之原市菅ケ谷２０７９－１ 0548-87-2226 河原崎　勝弘 物品製造等

460 ｻﾄｳｹﾝｾﾂ 佐藤建設㈱ 島田 425-0033 焼津市小川2710-1 054-625-9133 八木　利寛 建設工事

461 ﾘﾝｶｲﾆｯｻﾝｹﾝｾﾂ りんかい日産建設㈱　静岡営業所 静岡 420-0839 静岡市葵区鷹匠２－１－１ 054-251-7192 石間　惠之 建設工事

462 ｼｰｷｭｰﾌﾞｼｽﾞｵｶ ㈱シーキューブ静岡 沼津 411-0912 駿東郡清水町卸団地２６９ 055-981-6000 杉山　幸児 建設工事

463 ﾀｲﾖｳｱﾚｽｺ ㈱大洋アレスコ 島田 425-0036 焼津市西小川２－１１－１２ 054-629-6042 村松　孝保 建設工事

464 ﾀｲﾖｳｱﾚｽｺ ㈱大洋アレスコ 島田 425-0036 焼津市西小川２－１１－１２ 054-629-6042 村松　孝保 物品製造等

465 ﾁｭｳｳﾌﾞｻｲｾｷ 中部砕石㈱ 島田 425-0017 焼津市野秋３７６－１ 054-628-0557 北村　泰裕 物品製造等

466 ﾄｻﾞｷｹﾝｾﾂ 戸﨑建設㈱ 島田 425-0033 焼津市小川2710-1 054-656-0088 戸﨑　義人 建設工事

467 ｼﾐｽﾞｿﾞｳｴﾝ 清水造園 吉田町 421-0301 吉田町住吉３３００－９ 0548-33-9760 清水　敏幸 建設工事

468 ｼﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱ 志太エンジニア㈱ 島田 421-0218 焼津市下江留1310-1 054-639-9981 杉本　大輔 建設工事

469 ﾆﾎﾝﾑｾﾝ 日本無線㈱　東海支店 静岡 424-0823 静岡市清水区島崎町６－２９ 054-353-0138 渡部　浩二 建設工事

470 ﾆﾎﾝﾑｾﾝ 日本無線㈱　東海支店 静岡 424-0823 静岡市清水区島崎町６－２９ 054-353-0138 渡部　浩二 物品製造等

471 ｵｶﾑﾗｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 岡村建設工業㈱ 島田 425-0027 焼津市栄町6-3-15 054-627-5711 岡村延昌 建設工事

472 ﾔﾁﾖｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ
八千代エンジニヤリング㈱
静岡事務所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町３－１ 054-686-0610 寺神戸　憲 物品製造等

473 ﾔﾁﾖｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ
八千代エンジニヤリング㈱
静岡事務所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町３－１ 054-686-0610 寺神戸　憲 測量・建設コンサル

474 ｶﾜｾﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼｮｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ ㈱川瀬電気工業所静岡営業所 島田 426-0204 藤枝市時ケ谷373-3 054-636-0489 小野田義徳 建設工事

475 ｱﾄﾞﾄﾞｳｼﾞﾝｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ ＡＤ同人一級建築士事務所 島田 425-0081 焼津市大栄町2-3-27 3F 054-629-6025 小梁　政義 測量・建設コンサル

476 ﾊｸjﾄｰﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ ㈱ハクトートータルサービス 長野県 399-4511 上伊那郡南箕輪村８３６２－４ 0265-78-8340 白鳥　頼利 物品製造等

477 ﾆﾎﾝｽｲｺｳｾｯｹｲｼｽﾞｵｶｼﾞﾑｼｮ 日本水工設計㈱静岡事務所 静岡 420-0857
静岡市葵区御幸町5-9静岡フコク生
命ビル8階 054-273-1321 埋田　光好 測量・建設コンサル

478 ｼｽﾞｵｶｻﾝｾｯｹｲ ㈱静岡サン設計 静岡 420-0911 静岡市葵区瀬名3-30-10 054-264-1134 松永　耕児 測量・建設コンサル

479 ｼﾝｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ シンク・エンジニアリング㈱ 東京都 152-0035 目黒区自由が丘３－１６－１５ 03-3724-7201 岡村　勝也 建設工事
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480 ｵｳﾖｳﾁｼﾂ 応用地質㈱　静岡営業所 静岡 422-8056 静岡市駿河区津島町12-19 054-286-6978 竹田　誠 測量・建設コンサル

481 ﾌｼﾞﾂｳｸｵﾘﾃｨﾗﾎﾞｶﾝｷｮｳｾﾝﾀｰ 富士通クオリティ・ラボ・環境センター㈱ 浜松 431-0431 湖西市鷲津２２８１ 053-576-0841 竹井　晴彦 測量・建設コンサル

482 ﾅｶﾏﾂ ㈱中松 静岡 422-8035 静岡市駿河区宮竹２－３－１ 054-237-6291 岡崎　敏明 物品製造等

483 ﾎﾝﾀﾞ ㈲ホンダ 静岡 424-0901 静岡市清水区三保3117-2 054-336-4140 川口惠次 物品製造等

484 ﾘｸﾁﾛｳｽｲﾁｮｳｻ ㈱リクチ漏水調査 東京都 161-0032 新宿区中落合３－２１－２ 03-3954-9225 天野　知光 物品製造等

485 ﾆﾎﾝﾎﾞｳｻｲｼｽﾃﾑ ㈱日本防災システム 島田 427-0041 島田市中河町８９６８－７ 0547-35-2001 大島　至了 物品製造等

486 ﾆﾎﾝﾎﾞｳｻｲｼｽﾃﾑ ㈱日本防災システム 島田 427-0041 島田市中河町８９６８－７ 0547-35-2001 大島　至了 建設工事

487 ﾁｭｰｻｲ ㈱チューサイ 島田 421-0206 焼津市上新田１０１９ 054-622-1130 渡辺　和良 物品製造等

488 ｺｰｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱コーセツコンサルタント　静岡営業所 静岡 420-0112 静岡市駿河区東新田4-17-27-7 054-202-7051 岡本　健一 測量・建設コンサル

489 ｼﾞｪｯｸ ㈱ＪＥＣＣ 東京都 100-8341 千代田区丸の内３－４－１ 03-3216-3962 依田　茂 物品製造等

490 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ ㈱レンタルのニッケン　藤枝営業所 島田 426-0042 藤枝市兵太夫６－１ 054-636-8415 小林　政輝 物品製造等

491 ﾄｳｶｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東海エンジニアリング㈱ 富士 418-0039 富士宮市野中1250-23 0544-24-1066 髙田信二 建設工事

492 ﾄｳｶｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東海エンジニアリング㈱ 富士 418-0039 富士宮市野中1250-23 0544-24-1066 髙田信二 物品製造等

493 ﾀｲﾖｳﾃﾞﾝｷ 太洋電機㈱ 静岡 420-0813 静岡市葵区長沼３－１－２４ 054-261-5356 齋藤　智 建設工事

494 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発㈱　静岡営業所 静岡 420-0837 静岡市葵区日出町1-2 054-254-1475 中山　浩一 建設工事

495 ｳﾁﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 内田工業㈱ 愛知県 454-0825 名古屋市中川区好本町3-67 052-352-1795 内田　裕郎 物品製造等

496 ｳﾁﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 内田工業㈱ 愛知県 454-0825 名古屋市中川区好本町3-67 052-352-1795 内田　裕郎 建設工事

497 ﾆﾎﾝﾃｸﾉ ㈱日本テクノ 静岡 422-8044 静岡市駿河区西脇６１１－１ 054-287-6331 鈴木　将斗 建設工事

498 ﾆﾎﾝﾃｸﾉ ㈱日本テクノ 静岡 422-8044 静岡市駿河区西脇６１１－１ 054-287-6331 鈴木　将斗 物品製造等

499 ﾆﾎﾝﾃｸﾉ ㈱日本テクノ 静岡 422-8044 静岡市駿河区西脇６１１－１ 054-287-6331 鈴木　将斗 測量・建設コンサル

500 ｳﾁﾀﾞｹｲｷｺｳｷﾞｮｳ 内田計器工業㈱ 浜松 430-0918 浜松市中区八幡町１５０ 053-471-8616 内田　浩幸 物品製造等

501 ﾖｼﾀﾞｶｾｲ 吉田化成㈱ 浜松 435-0013 浜松市東区天龍川町1037-2 053-422-8800 吉田　昌弘 物品製造等

502 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設㈱　静岡営業所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町１１－７ 054-253-2540 山田　正貴 建設工事

503 ﾃｸﾉﾘｮｳﾜ ㈱テクノ菱和　静岡支店 静岡 422-8005 静岡市駿河区池田１３９－２ 054-289-5120 櫻本　真巳 建設工事

504 ﾆｯｺｳﾃﾞﾝｷﾂｳｼﾝ 日興電気通信㈱ 浜松 433-8102 浜松市北区大原町１１ 053-439-1125 堀部　成信 建設工事

505 ﾆｯｺｳﾃﾞﾝｷﾂｳｼﾝ 日興電気通信㈱ 浜松 433-8102 浜松市北区大原町１１ 053-439-1125 堀部　成信 物品製造等

506 ﾄｳｶｲﾋﾞﾙｶﾝﾘ 東海ビル管理㈱ 浜松 435-0016 浜松市東区和田町７０８－１ 053-463-8000 高橋　一博 物品製造等

507 ｴｺﾜｰｸ ㈱エコワーク 島田 427-0047 島田市中溝町１７０３ 0547-37-3194 大河原　高広 建設工事

508 ｻﾝｺｳ ㈱三弘　浜松営業所 浜松 435-0054 浜松市中区早出町１６４２－２ 053-464-7111 高野　健二 建設工事

509 ｻﾝｺｳ ㈱三弘　浜松営業所 浜松 435-0054 浜松市中区早出町１６４２－２ 053-464-7111 高野　健二 物品製造等

510 ｼﾝﾆﾎﾝｾｯｹｲ 新日本設計㈱　静岡営業所 静岡 422-8046 静岡市駿河区中島３２０１ 054-202-8782 成瀬　健三 測量・建設コンサル

511 ｱｸﾃｨｵ ㈱アクティオ　プラザ静岡営業所 島田 426-0005 藤枝市水守２－６－２ 054-647-1211 岸山　正人 物品製造等

512 ｽｽﾞｷｮｳｸﾞﾐ ㈱鈴恭組 袋井 438-0007 磐田市寺谷新田３３－１ 0538-38-1115 鈴木　和男 建設工事

513 ﾖｼﾀﾞｶｾｲ 吉田化成㈱ 浜松 435-0013 浜松市東区天龍川町1037-2 053-422-8800 吉田　昌弘 建設工事

514 ｳﾁﾀﾞｹｲｷｺｳｷﾞｮｳ 内田計器工業㈱ 浜松 430-0918 浜松市中区八幡町１５０ 053-471-8616 内田　浩幸 建設工事

515 ﾒｲﾎｸﾜｰﾄﾞ 名北ワード㈱ 岐阜県 509-0135 各務原市鵜沼羽場町５－１７６ 058-370-1112 星川　俊輔 物品製造等

516 ｺｳﾂｳｼｾﾂ 交通施設㈱ 静岡 421-0121 静岡市駿河区広野５－１８－３ 054-257-1723 堀　邦光 建設工事

517 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ ㈱データベース　静岡営業所 沼津 412-0026 御殿場市新橋１５４３－７ 0550-84-1383 清重　正樹 物品製造等

518 ｱｰﾙｱｲｴｰ ㈱アール・アイ・エー名古屋支社 愛知県 450-0002 名古屋市中村区名駅5-28-1 052-586-5851 鈴木　哲 測量・建設コンサル

519 ﾂﾁﾔｻﾝｷﾞｮｳ 土屋産業㈱ 沼津 410-0888 沼津市末広町274 055-963-0590 土屋　国彦 建設工事

520 ﾂﾁﾔｻﾝｷﾞｮｳ 土屋産業㈱ 沼津 410-0888 沼津市末広町274 055-963-0590 土屋　国彦 測量・建設コンサル

521 ｼｽﾞｵｶｱﾝｾﾞﾝｼｾﾂ ㈱静岡安全施設 静岡 424-0044 静岡市清水区江尻台町６－１２ 054-365-0957 若井　政和 建設工事

522 ｺﾝﾄﾞｳｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 近藤建設工業㈱ 島田 425-0036 焼津市西小川２－１－２１ 054-621-3000 近藤　吉典 建設工事

523 ﾌﾀﾊﾞ ㈱双葉 東京都 171-0031 豊島区目白３－１４－８ 03-3953-3248 野﨑　雄平 測量・建設コンサル

524 ｾﾘｵ ㈱セリオ 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町９－２２ 054-253-4105 亀井　雅彦 物品製造等

525 ﾕｱｰｽﾞｼｽﾞｵｶ ㈱ユアーズ静岡 静岡 420-0803 静岡市葵区千代田７－１－２９ 054-262-7000 高田　学 物品製造等

526 ﾌｼﾞﾜ ㈱富士和 静岡 422-8055 静岡市駿河区寿町１２－４３ 054-287-7070 土屋　靖司 建設工事

527 ﾌｼﾞﾜ ㈱富士和 静岡 422-8055 静岡市駿河区寿町１２－４３ 054-287-7070 土屋　靖司 測量・建設コンサル

528 ｲﾉｳｴｹﾝｾﾂ 井上建設㈱ 富士 416-0931 富士市蓼原４９－１１ 0545-61-4002 井上　有之 建設工事

529 ｻﾝｺｰﾔｸﾋﾝ サンコー薬品㈱ 東京都 144-0045 大田区南六郷２－２８－４ 03-3732-4678 土屋　義 物品製造等

530 ｻﾄｳｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ ㈱佐藤総合計画　中部事務所 愛知県 460-0003 名古屋市中区錦１－２０－１２ 052-220-5105 横田　三二 測量・建設コンサル

531 ｼﾀﾞｺｳｻﾝ ㈲志太興産 島田 421-0215 焼津市西島３４５－１１８ 054-622-0665 村田　康久 建設工事

532 ｼﾀﾞｺｳｻﾝ ㈲志太興産 島田 421-0215 焼津市西島３４５－１１８ 054-622-0665 村田　康久 物品製造等

533 ｻﾝﾜｹﾝｼｮｳ 三和建商㈱ 静岡 420-0922 静岡市葵区流通センター12-7 054-263-2030 妻形　克和 建設工事

534 ﾐﾗｲﾄ ㈱ミライト東海支店 愛知県 451-0082 名古屋市西区大金町５－６ 052-528-1711 富永　寛 建設工事

535 ｶｸﾄﾞｳｶﾝｷｮｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱覚堂環境エンジニアリング 袋井 437-0011 袋井市村松４２８－１ 0538-43-0020 水野　憲司 建設工事

536 ｴｲｴｲﾁｾｯｹｲ エイ　エイチ設計 吉田町 421-0301 吉田町住吉３５２９ 0548-32-7789 増田　剛久 測量・建設コンサル

537 ｶｸﾄﾞｳ ㈱覚堂 浜松 435-0007 浜松市東区流通元町１２－１ 053-423-1333 水野　覚 建設工事

538 ﾌｼﾞｾｯｹｲ 富士設計㈱ 富士 418-0022 富士宮市小泉４６８－１ 0544-26-5191 小野寺　久子 測量・建設コンサル

539 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設㈱　静岡営業所 静岡 420-0858 静岡市葵区伝馬町９－１０ 054-254-3714 高橋　健和 建設工事
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540 ｼﾝﾚｷ シンレキ工業㈱　静岡事業所 袋井 437-0053 袋井市延久３５２ 0538-43-3231 坂本　州総 物品製造等

541 ｶﾄﾞﾀﾃﾞﾝﾜｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱門田電話工業所 静岡 424-0825 静岡市清水区松原町２－２４ 054-353-5441 門田　一夫 物品製造等

542 ｶﾄﾞﾀﾃﾞﾝﾜｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱門田電話工業所 静岡 424-0825 静岡市清水区松原町２－２４ 054-353-5441 門田　一夫 建設工事

543 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道地図㈱　静岡営業所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町４－８ 054-273-3309 周藤　利通 物品製造等

544 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道地図㈱　静岡営業所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町４－８ 054-273-3309 周藤　利通 測量・建設コンサル

545 ﾌｼﾞﾂｳｾﾞﾈﾗﾙ
㈱富士通ゼネラル
中部通信ネットワーク営業部 愛知県 465-0028 名古屋市名東区猪高台１－１３１５ 052-775-2361 高橋　茂 物品製造等

546 ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮｳ 第一環境㈱　中部支店 愛知県 450-0002 名古屋市中村区名駅５－３１－１０ 052-533-9712 渡辺　隆之 物品製造等

547 ﾆﾎﾝｿｸﾁｾｯｹｲ 日本測地設計㈱ 東京都 169-0075 新宿区高田馬場３－２３－６ 03-3362-7613 松崎　明毅 測量・建設コンサル

548 ﾄｳﾖｳｺｳｷ 東洋工機㈱ 島田 427-0005 島田市岸町４６１ 0547-36-0801 鈴木　敏夫 建設工事

549 ﾆｼｵｹﾝｺｳ ㈲西尾建工 吉田町 421-0301 吉田町住吉３１７－７ 0548-32-2403 西尾　健 建設工事

550 ﾀﾑﾗｿｳｷﾞｮｳ (有)たむら総業 島田 421-0202 焼津市下小杉499-3 054-662-1590 田村吉郎 建設工事

551 ﾀﾑﾗｹﾝｾﾂ たむら建設㈱ 吉田町 421-0301 吉田町住吉１９６４－１ 0548-32-3107 田村　久枝 建設工事

552 ｻﾄｳｺｳﾑﾃﾝ ㈱佐藤工務店 静岡 422-8076 静岡市駿河区八幡３－１６－１ 054-285-2201 佐藤　慰武 建設工事

553 ﾁｭｳﾘﾝﾄﾞｳ ㈱厨林堂　浜松営業所 浜松 430-0946 浜松市中区元城町２１６－１１ 053-458-5617 寺部　吉治 物品製造等

554 ｴﾝﾃﾂｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 遠鉄システムサービス㈱ 浜松 430-0934 浜松市中区千歳町９１－１ 053-452-0708 飯尾圭介 物品製造等

555 ｻｰﾓﾎｳｿｳ サーモ包装㈱ 沼津 410-0874 沼津市松長７１４－５ 055-922-0535 河村　忠彦 物品製造等

556 ｱｷﾗｺｳｷ 昱耕機㈱　静岡営業所 静岡 422-8008 静岡市駿河区栗原６－２５ 054-261-8811 榊原　康人 建設工事

557 ｱｲｻﾜｺｳｷﾞｮｳ アイサワ工業㈱　静岡営業所 静岡 420-0837 静岡市葵区日出町6-10 054-272-7711 川崎　健二 建設工事

558 ﾆｼｵｻﾝｷﾞｮｳ ㈱西尾産業　静岡支店 静岡 421-0113 静岡市駿河区下川原６－６－４ 054-258-2403 菊地　穣 建設工事

559 ｽｲｹﾝｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 水研化学工業㈱　静岡営業所 静岡 421-0113 静岡市駿河区下川原１－３－７ 054-268-4111 中村　拓広 物品製造等

560 ﾓｱｾﾂﾋﾞｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈲モア設備設計事務所 静岡 420-0871 静岡市葵区昭府１-20-16 054-251-6558 村松　宏 測量・建設コンサル

561 ﾌｼﾞﾔﾏ ㈱フジヤマ　島田営業所 島田 427-0025 島田市大井町４－１６ 0547-33-7222 後藤　典弘 物品製造等

562 ﾌｼﾞﾔﾏ ㈱フジヤマ　島田営業所 島田 427-0025 島田市大井町４－１６ 0547-33-7222 後藤　典弘 測量・建設コンサル

563 ｱﾙﾃｨｱｾﾝﾄﾗﾙ ㈱アルティアセントラル 愛知県 460-0008 名古屋市中区栄１－２９－２９ 052-229-1101 大石　宇多野 物品製造等

564 ｵｵﾌｼﾞｹﾝｾﾂ 大藤建設㈱ 島田 426-0051 藤枝市大洲2丁目10-1 054-635-7823 大石　美喜保 建設工事

565 ﾀｶﾊｼﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 高橋電気工業㈱ 島田 427-0039 島田市向谷４－１００６－１ 0547-36-5011 高橋　義博 物品製造等

566 ﾀｶﾊｼﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 高橋電気工業㈱ 島田 427-0039 島田市向谷４－１００６－１ 0547-36-5011 高橋　義博 建設工事

567 ｿﾞｳｼｮｳ ㈱増商 島田 428-0013 島田市金谷東１－１０１８ 0547-45-2145 増田　直樹 建設工事

568 ﾏﾂﾊﾞﾔｼｺｳｷﾞｮｳﾔｸﾋﾝ 松林工業薬品㈱　経営本部 島田 426-8691 藤枝市青葉町１－１－１９ 054-635-0111 松林　崇 物品製造等

569 ｸﾎﾞﾀｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ クボタ環境サービス㈱ 東京都 104-8307 中央区京橋2-1-3 03-6281-9918 三谷　博徳 建設工事

570 ｸﾎﾞﾀｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ クボタ環境サービス㈱ 東京都 104-8307 中央区京橋2-1-3 03-6281-9918 三谷　博徳 物品製造等

571 ﾄｳｼﾊﾞﾂｳｼﾝｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東芝通信インフラシステムズ㈱　中部営業所 愛知県 451-8502 名古屋市西区名西２－３３－１０ 052-528-3620 辻本　数彦 建設工事

572 ﾃﾞﾝﾂｳｼｽﾃﾑ 電通システム㈱ 浜松 430-0853 浜松市南区三島町１０４－１ 053-441-3911 木下　敏彦 建設工事

573 ﾄｳｷｮｳｿｲﾙﾘｻｰﾁ ㈱東京ソイルリサーチ　名古屋支店 愛知県 461-0004 名古屋市東区葵３－１１－６ 052-979-5671 尾関　浩 測量・建設コンサル

574 ｱｷﾗｺｳｷ 昱耕機㈱　静岡営業所 静岡 422-8008 静岡市駿河区栗原６－２５ 054-261-8811 榊原　康人 物品製造等

575 ｼﾝﾒｲﾜｺｳｷﾞｮｳ 新明和工業㈱　中部支店 愛知県 460-0011 名古屋市中区大須１－７－１１ 052-231-2201 山田　浩 建設工事

576 ｾｶｲﾌﾞﾝｶｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 世界文化社販売㈱　静岡支社 静岡 422-8046 静岡市駿河区寿町7-13 054-286-5711 中込　誠 物品製造等

577 ｼｽﾞｵｶﾑｾﾝｻｰﾋﾞｽ 静岡無線サービス㈱　静岡営業所 静岡 420-0803 静岡市葵区千代田6-17-14 054-263-0868 小島　一訓 物品製造等

578 ｼｽﾞｵｶﾑｾﾝｻｰﾋﾞｽ 静岡無線サービス㈱　静岡営業所 静岡 420-0803 静岡市葵区千代田6-17-14 054-263-0868 小島　一訓 建設工事

579 ｳｵｸﾆｿｳﾎﾝｼｬ ㈱魚国総本社名古屋本部 愛知県 448-0031 刈谷市東新町５－１１８ 0566-27-1013 広瀬　啓二 物品製造等

580 ﾆﾁﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ 日道工業㈱　静岡営業所 静岡 422-8046 静岡市駿河区中島６９８－５ 054-282-0573 建部　辰己 建設工事

581 ﾆﾁﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ 日道工業㈱　静岡営業所 静岡 422-8046 静岡市駿河区中島６９８－５ 054-282-0573 建部　辰己 物品製造等

582 ｷﾞｮｳｾｲｼｽﾃﾑ 行政システム㈱　静岡支店 沼津 411-0039 三島市寿町２－１０ 055-976-5111 鎌田　建一 物品製造等

583 ﾊﾝｼﾝｹｲｷｾｲｻｸｼﾞｮ ㈱阪神計器製作所　関東支店 東京都 108-0014 港区芝４－６－１４ 03-5419-7481 尾上　貴之 物品製造等

584 ﾃﾞﾝﾂｳｼｽﾃﾑ 電通システム㈱　島田営業所 島田 427-0104 島田市井口１１０２ 0547-38-3600 羽田　浩進 物品製造等

585 ｼﾝｷｿｸﾘｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈲伸紀測量設計事務所 吉田町 421-0302 吉田町川尻２８０７－１ 0548-33-0016 増田　好伸 測量・建設コンサル

586 ﾓﾘﾏﾂｺｳｷﾞｮｳ 森松工業㈱ 岐阜県 501-0413 本巣市見延１４３０－８ 058-323-0333 松久　晃基 建設工事

587 ﾏｽｲｹﾝｾﾂ 増井建設㈱ 島田 421-0421 牧之原市細江６４６ 0548-22-2187 増井　順市 建設工事

588 ｱｰｸﾄｳｶｲ ㈱アーク東海 島田 427-0041 島田市中河町8942-1 0547-37-9811 岡本廣一 建設工事

589 ｶﾅｻｼﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ ㈱カナサシテクノサービス 静岡 424-0064 静岡市清水区長崎新田198-2 054-344-3636 武田　孝之 物品製造等

590 ﾄｳﾖｳﾁｹﾝ 東洋地研㈱ 沼津 410-0012 沼津市一色５１１－１ 055-921-4888 山本　貢司 測量・建設コンサル

591 ﾄｳﾖｳﾁｹﾝ 東洋地研㈱ 沼津 410-0012 沼津市一色５１１－１ 055-921-4888 山本　貢司 建設工事

592 ｱﾂﾐ ㈱渥美 袋井 437-1103 袋井市豊住８５１ 0538-23-3921 渥美　寿人 建設工事

593 ｻｸﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ さくら設備工業㈲　吉田支店 吉田町 421-0305 吉田町大幡１７６８－２ 0548-32-2300 良知　佐和子 建設工事

594 ｼﾝｺｳ ㈱伸孝 袋井 437-0225 周智郡森町谷中５９９ 0538-85-0131 朝比奈　尚希 建設工事

595 ｼﾝｺｳ ㈱伸孝 袋井 437-0225 周智郡森町谷中５９９ 0538-85-0131 朝比奈　尚希 物品製造等

596 ｷﾞｹﾝｿｸﾘｮｳ ㈱技研測量 浜松 433-8112 浜松市北区初生町９７８－１２ 053-437-0333 宮島　直久 測量・建設コンサル

597 ﾘｺｰﾘｰｽ リコーリース㈱　中部支社 愛知県 451-6008 名古屋市西区牛島町６－１ 052-589-3271 長谷川　暢亨 物品製造等

598 ﾋﾀﾁｺｸｻｲﾔｷﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
㈱HYSエンジニアリングサービス
静岡営業所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町59番地の7 050-3383-0181 永嶋　真文 物品製造等

599 ﾄｳｷｮｳｾﾝﾁｭﾘｰ 東京センチュリー㈱ 東京都 101-0022 東京都千代田区神田練塀町３ 03-5209-6615 浅田　俊一 物品製造等
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600 ｶﾝｷｮｳｼｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱環境施設コンサルタント 東京都 160-0017 新宿区左門町16-1 03-3358-6761 江遠　要甫 測量・建設コンサル

601 ｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ ㈱ぎじろくセンター　東京営業所 東京都 103-0024 中央区日本橋小舟町９－３ 03-6264-8781 濱野　尚子 物品製造等

602 ﾒﾙﾃｯｸ メルテック㈱ 栃木県 323-0158 小山市２３３３－２９ 0285-49-1080 村上　学 物品製造等

603 ｴﾇｼﾞｪｲｴｽ ㈱ＮＪＳ　静岡事業所 静岡 420-0032 静岡市両替町２－４－１５ 054-251-3130 平賀　健 測量・建設コンサル

604 ｴﾇｼﾞｪｲｴｽ ㈱ＮＪＳ　静岡事業所 静岡 420-0032 静岡市両替町２－４－１５ 054-251-3130 平賀　健 物品製造等

605 ﾀｲﾍｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱太平エンジアニリング　浜松支店 浜松 435-0017 浜松市東区薬師町１７ 053-422-3721 星本　正人 建設工事

606 ﾀｲﾍｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱太平エンジアニリング　浜松支店 浜松 435-0017 浜松市東区薬師町１７ 053-422-3721 星本　正人 物品製造等

607 ｻﾝﾜｺﾑｼｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ｻﾝﾜｺﾑｼｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　静岡支店 静岡 420-0816 静岡市葵区沓谷６－２－４ 054-208-3411 奥田　知広 建設工事

608 ﾋﾞｰｵｰｼﾞﾑｷ ㈲ビーオー事務機 吉田町 421-0302 吉田町川尻１６４２－２ 0548-32-5404 松浦　茂樹 物品製造等

609 ｱｲﾋﾞｯｸ ㈱アイビック 静岡 424-0946 静岡市清水区八千代町７－２９ 054-351-0545 鈴木　秀明 物品製造等

610 ｶｲｾｲｺｳｷﾞｮｳ 開成工業㈱　静岡営業所 静岡 422-8036 静岡市駿河区敷地2-27-1-101 054-669-9225 中島　徹也 建設工事

611 ﾑｻｼ ㈱ムサシ　浜松営業所 浜松 430-0928 浜松市中区板屋町１１０－５ 053-450-7351 安達　哲史 物品製造等

612 ﾀﾑﾗ ㈱タムラ 東京都 132-0023 江戸川区西一之江４－９－２８ 03-3652-4000 田村　浩章 物品製造等

613 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ ワタキューセイモア㈱　静岡営業所 沼津 410-0813 沼津市上香貫槙島町1264-1 055-933-0470 塩原　英樹 物品製造等

614 ﾐﾜｺｳｿｸ 三和航測㈱　静岡営業所 富士 417-0833 富士市沼田新田１５３－７ 0545-31-1801 相楽　雅俊 測量・建設コンサル

615 ﾃｸﾉﾘｮｳﾜ ㈱テクノ菱和　静岡支店 静岡 422-8005 静岡市駿河区池田１３９－２ 054-289-5120 櫻本　真巳 物品製造等

616 ｵｵｶﾜﾗｹﾝｾﾂ 大河原建設㈱ 島田 427-8522 島田市向島町４５３２ 0547-36-2111 朝倉　純夫 建設工事

617 ｱｻﾋｾﾂﾋﾞ 朝日設備㈱ 島田 427-0038 島田市稲荷３－７－３４ 0547-36-2816 多治見　則之 建設工事

618 ﾄｳﾖｳｾｯｹｲ ㈱東洋設計　伊豆の国営業所 沼津 410-2123 伊豆の国市四日町８９３－２ 055-957-0730 筒井　雄司 測量・建設コンサル

619 ｶﾜｷﾀﾃﾞﾝｷ ㈱川北電気 袋井 436-0074 掛川市葛川４７５－３ 0537-24-1123 木俣　正行 建設工事

620 ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ 愛知時計電機㈱　静岡営業所 静岡 422-8034 静岡市駿河区高松２－１６－６ 054-237-7168 本木敏男 建設工事

621 ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ 愛知時計電機㈱　静岡営業所 静岡 422-8034 静岡市駿河区高松２－１６－６ 054-237-7168 本木敏男 物品製造等

622 ｳﾗﾉｾｯｹｲ ㈱浦野設計 愛知県 452-0815 名古屋市西区八筋町90 052-503-1211 浦野　廣高 測量・建設コンサル

623 ﾌﾄﾞｳﾃﾄﾗ ㈱不動テトラ　静岡営業所 静岡 420-0033 静岡市葵区昭和町１０－６ 054-251-3006 岡村　暢哉 建設工事

624 ﾐﾀﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 三谷コンピュータ㈱ 福井県 910-0393 坂井市丸岡町熊堂3-7-1-13 0776-67-8005 後　淳也 物品製造等

625 ｼﾝｺｳ ㈱伸公 富士 418-0013 富士宮市大岩２６９－１１ 0544-26-9171 工藤　玲子 物品製造等

626 ｴﾙｺﾞﾃｯｸ エルゴテック㈱　静岡営業所 静岡 231-0015 静岡市葵区駒形通４－２－２５ 045-683-1570 宮代　正良 建設工事

627 ｾﾝｸﾆｼﾞｭｳｲﾁ ㈱センク２１　静岡事務所 静岡 421-0113 静岡市駿河区下川原2-25-18 054-201-0132 高橋　徳行 測量・建設コンサル

628 ﾀｹﾅｶﾄﾞﾎﾞｸ ㈱竹中土木　静岡営業所 静岡 420-0853 静岡市追手町２－２０ 054-255-9104 前島　岩雄 建設工事

629 ﾀﾞｲﾄﾞｳｷｺｳ 大同機工㈱　静岡営業所 静岡 420-0031 静岡市葵区呉服町１－１－１４ 054-252-5559 曽根　直美 建設工事

630 ﾆﾎﾝｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ ㈱日本サポートサービス 東京都 101-0064 千代田区猿楽町２－２－１０ 03-3291-6943 旗鉾　吉男 物品製造等

631 ｴﾇﾃｨﾃｨﾄﾞｺﾓ ㈱ＮＴＴドコモ東海支社　静岡支店 静岡 420-0813 静岡市葵区長沼７１６－１１ 054-265-7123 柴田　隆文 物品製造等

632 ﾆｯﾎﾟﾝｹｰﾌﾞﾙ 日本ケーブル㈱ 東京都 101-0054 千代田区神田錦町２－１１ 03-3292-1171 大久保　雅由 建設工事

633 ﾀﾞｲｶﾞｸｻﾝｷﾞｮｳ 大学産業㈱　静岡営業所 静岡 422-8058 静岡市駿河区中原５３０－１ 054-202-8811 竹内　宏 建設工事

634 ﾀﾞｲｶﾞｸｻﾝｷﾞｮｳ 大学産業㈱　静岡営業所 静岡 422-8058 静岡市駿河区中原５３０－１ 054-202-8811 竹内　宏 物品製造等

635 ﾍﾞﾙﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱ ベルメディカルケア㈱ 静岡 424-0825 静岡市清水区松原町５－２２ 054-355-5800 佐古　俊晴 物品製造等

636 ﾎｰﾄｸｴｸｼﾝ ㈱ホートクエクシン 静岡 422-8007 静岡市駿河区聖一色８３ 054-262-5522 石黒　達章 物品製造等

637 ﾃｸﾉﾊﾞ ㈱テクノバ 静岡 422-8008 静岡市駿河区栗原１８－６５ 054-262-5121 増田　玲司 建設工事

638 ｿｳﾜｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ ㈱相和技術研究所 東京都 141-0021 品川区上大崎2-18-1 045-306-0944 平野　尚久 測量・建設コンサル

639 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 日本電設工業㈱　静岡営業所 静岡 422-8066 静岡市駿河区泉町７－２２ 054-285-4181 松浦　正 建設工事

640 ｷﾝﾃﾞﾝ ㈱きんでん　中部支社静岡営業所 静岡 420-0837 静岡市葵区日出町１－２ 054-255-3495 小原　博年 建設工事

641 ﾅｶﾆﾎﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱中日本コンサルタント 静岡 421-0113 駿河区下川原1-8-18 054-257-9781 狩野　行宏 測量・建設コンサル

642 ﾌｼﾞﾏｯｸ ㈱フジマック　静岡営業所 静岡 420-0001 静岡市葵区井宮町３－１ 054-651-2006 前田　忠志 物品製造等

643 ｽｲｷﾃｸﾉｽ ㈱水機テクノス　静岡営業所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町３－１ 054-254-0619 長久保　智徳 建設工事

644 ｽｲｷﾃｸﾉｽ ㈱水機テクノス　静岡営業所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町３－１ 054-254-0619 長久保　智徳 物品製造等

645 ﾆｯｼｮｳｷｶｲｺｳｷﾞｮｳ ㈱日消機械工業 島田 425-0055 焼津市道原７０４－３ 054-623-2211 深沢　英雄 物品製造等

646 ﾃｨｹｲｼｲ ㈱ＴＫＣ 栃木県 320-8644 宇都宮市鶴田町１７５８ 028-648-2111 角　一幸 物品製造等

647 ﾆﾎﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑﾁｭｳﾌﾞｼﾃﾝ 日本フィールドシステム㈱中部支店 愛知県 465-0026 名古屋市名東区藤森2-18 052-774-2280 中村　康史 物品製造等

648 ﾆﾎﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑﾁｭｳﾌﾞｼﾃﾝ 日本フィールドシステム㈱中部支店 愛知県 465-0026 名古屋市名東区藤森2-18 052-774-2280 中村　康史 建設工事

649 ﾆｭｰｴﾚｷﾃﾙ ㈱ニューエレキテル 静岡 421-0112 静岡市駿河区東新田1-3-62 054-259-3332 山下　勝央 建設工事

650 ｲｼﾓﾄｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ ㈱石本建築事務所　名古屋オフィス 愛知県 460-0008 名古屋市中区栄４－３－２６ 052-263-1821 奥井　康史 測量・建設コンサル

651 ﾆｯｼﾝﾃﾞﾝｷ 日進電機㈱ 静岡 421-0112 静岡市駿河区東新田1-3-62 054-259-5295 山下　勝央 建設工事

652 ﾅｲﾄｳﾊｳｽｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ ㈱内藤ハウス静岡営業所 静岡 420-0047 静岡市葵区清閑町4-9 0551-27-2131 五味　信一 建設工事

653 ﾅｲﾄｳﾊｳｽｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ ㈱内藤ハウス静岡営業所 静岡 420-0047 静岡市葵区清閑町4-9 0551-27-2131 五味　信一 物品製造等

654 ｷｮｳｲｸｻﾝｷﾞｮｳｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 教育産業㈱静岡営業所 静岡 420-0812 静岡市葵区古庄5-2-11 054-267-3851 鈴木　康介 建設工事

655 ｷｮｳｲｸｻﾝｷﾞｮｳｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 教育産業㈱静岡営業所 静岡 420-0812 静岡市葵区古庄5-2-11 054-267-3851 鈴木　康介 物品製造等

656 ﾏﾙﾋﾞｼｷﾞｮｳｾｲﾁｽﾞ ㈱丸菱行政地図　静岡営業所 静岡 421-1213 静岡市葵区山崎1-21-7 054-276-2800 白石　光博 物品製造等

657 ﾏﾙﾋﾞｼｷﾞｮｳｾｲﾁｽﾞ ㈱丸菱行政地図　静岡営業所 静岡 421-1213 静岡市葵区山崎1-21-7 054-276-2800 白石　光博 測量・建設コンサル

658 ｺﾞｺｳｹﾝｾﾂ 五光建設㈱ 静岡 420-0839 静岡市葵区鷹匠３－８－９ 054-251-1111 生子　弘行 建設工事

659 ｼﾝﾘｮｳﾚｲﾈﾂｺｳｷﾞｮｳｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 新菱冷熱工業㈱静岡営業所 静岡 422-8067
静岡市駿河区南町18-1　サウス
ポット静岡 054-282-3173 徳間　信次 建設工事
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660 ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ
新明和アクアテクサービス㈱
静岡ステーション 静岡 422-8041 静岡市駿河区中田3-1-33 054-285-0798 武田　錦二 物品製造等

661 ﾊﾟｽｺ ㈱パスコ　静岡支店 静岡 422-8067 静岡市駿河区南町１１－１ 054-289-5580 樋口　智彦 測量・建設コンサル

662 ﾊﾟｽｺ ㈱パスコ　静岡支店 静岡 422-8067 静岡市駿河区南町１１－１ 054-289-5580 樋口　智彦 物品製造等

663 ﾁｭｳｵｳｼﾞｵﾏﾁｯｸｽ ㈱中央ジオマチックス　静岡営業所 静岡 420-0064 静岡市葵区本通４－３－７ 054-250-0451 戸田　幸司 測量・建設コンサル

664 ﾁｭｳｵｳｼﾞｵﾏﾁｯｸｽ ㈱中央ジオマチックス　静岡営業所 静岡 420-0064 静岡市葵区本通４－３－７ 054-250-0451 戸田　幸司 物品製造等

665 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ＪＦＥエンジニアリング㈱　静岡支店 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町１１－７ 054-653-1755 白石　修 建設工事

666 ｴﾑﾃｨｰｱｲ ㈱エムティーアイ 東京都 163-1435 新宿区西新宿３－２０－２ 03-5333-6789 前多　俊宏 物品製造等

667 ｵｵﾊﾞｸﾞﾐ ㈱大場組 吉田町 421-0301 吉田町住吉４７０２－２ 0548-32-0534 大場　信壽 建設工事

668 ｽｶﾞﾃｯｸ ㈱スガテック 東京都 108-0022 港区海岸３－２０－２０ 03-6275-1200 三輪　隆 建設工事

669 ｽｶﾞﾃｯｸ ㈱スガテック 東京都 108-0022 港区海岸３－２０－２０ 03-6275-1200 三輪　隆 物品製造等

670 ﾋﾗｲｺｳｷﾞｮｳ 平井工業㈱ 静岡 420-0845 静岡市葵区太田町３３ 054-209-2500 平井　敏晃 建設工事

671 ﾆﾎﾝｼﾞﾄﾞｳｷｺｳ 日本自動機工㈱ 埼玉県 330-0064 さいたま市浦和区岸町7-1-7 048-835-6361 古屋　久昭 建設工事

672 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ 日通商事㈱　静岡営業センター 静岡 420-0812 静岡市葵区古庄２－２０－３８ 054-655-0086 伊藤　清貴 物品製造等

673 ﾆﾁｵｳﾗｲﾝ ㈱日央ライン 島田 425-0004 焼津市坂本３７１－１ 054-629-6586 渥美　雄児 建設工事

674 ｶﾂﾗｾｯｹｲ ㈱桂設計 東京都 162-0806 東京都新宿区榎町43-1 03-3269-6411 寺嶋　憲二 測量・建設コンサル

675 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース㈱　静岡支店 静岡 422-8042 静岡市駿河区石田１－３－２９ 054-202-6500 田邊　範幸 物品製造等

676 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース㈱　静岡支店 静岡 422-8042 静岡市駿河区石田１－３－２９ 054-202-6500 田邊　範幸 測量・建設コンサル

677 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース㈱　静岡支店 静岡 422-8042 静岡市駿河区石田１－３－２９ 054-202-6500 田邊　範幸 建設工事

678 ﾂﾂﾞｷﾀﾃﾞﾝｷ 都築電気㈱　浜松営業所 浜松 430-0928 浜松市中区板屋町１１０－５ 053-452-6126 町村　昌二 建設工事

679 ﾂﾂﾞｷﾀﾃﾞﾝｷ 都築電気㈱　浜松営業所 浜松 430-0928 浜松市中区板屋町１１０－５ 053-452-6126 町村　昌二 物品製造等

680 ｶﾜｷﾀﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼｽﾞｵｶｼｼｬ 川北電気工業㈱静岡支社 静岡 422-8076 静岡市駿河区八幡2-15-25 054-283-8379 太田原洋市 建設工事

681 ｲﾜﾎﾘﾃﾞﾝｾﾂ 岩堀電設㈱ 島田 421-0512 牧之原市大江１２６０－４ 0548-52-0548 坂口　悦司 建設工事

682 ｽｷﾞﾓﾄﾄｿｳ ㈱すぎもと塗装 島田 427-0038 島田市稲荷三丁目8番9号 0547-37-2098 杉本　範夫 建設工事

683 ﾌｼﾞﾂｳｾﾞﾈﾗﾙ
㈱富士通ゼネラル
中部通信ネットワーク営業部 愛知県 465-0028 名古屋市名東区猪高台１－１３１５ 052-775-2361 高橋　茂 建設工事

684 ﾘｮｳﾜｾﾂﾋﾞ 菱和設備㈱ 静岡 420-0047 静岡市葵区清閑町１４－５ 054-254-8321 山名　昭義 物品製造等

685 ﾘｮｳﾜｾﾂﾋﾞ 菱和設備㈱ 静岡 420-0047 静岡市葵区清閑町１４－５ 054-254-8321 山名　昭義 建設工事

686 ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ ヤマハサウンドシステム㈱ 東京都 103-0015 中央区日本橋箱崎町４１－１２ 03-5652-3600 武田　信次郎 建設工事

687 ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ ヤマハサウンドシステム㈱ 東京都 103-0015 中央区日本橋箱崎町４１－１２ 03-5652-3600 武田　信次郎 物品製造等

688 ﾁﾖﾀﾞ ㈱チヨダ 静岡 424-0886 静岡市清水区草薙1-13-19 054-260-6648 牧田泰三 建設工事

689 ﾁﾖﾀﾞ ㈱チヨダ 静岡 424-0886 静岡市清水区草薙1-13-19 054-260-6648 牧田泰三 物品製造等

690 ｴﾇﾃﾞｨｴｽ ＮＤＳ㈱ 静岡 420-0923 静岡市葵区3-25-25 054-262-6003 増田　光男 建設工事

691 ｴﾇﾃﾞｨｴｽ ＮＤＳ㈱ 静岡 420-0923 静岡市葵区3-25-25 054-262-6003 増田　光男 物品製造等

692 ｷﾀｲｾｯｹｲ キタイ設計㈱　静岡営業所 袋井 438-0077 磐田市国府台３９１－３ 0538-39-1770 長谷川　幸治 測量・建設コンサル

693 ﾏｷﾉｾﾂﾋﾞ ㈲牧野設備 島田 428-0017 島田市金谷栄町338-3 0547-46-2618 牧野　高彦 建設工事

694 ｶﾝﾄｳｺｳｼﾝｸﾎﾞﾀ ㈱関東甲信クボタ　遠州森営業所 袋井 437-0223 周智郡森町中川４５５－１ 0538-48-7501 杉山　寛樹 物品製造等

695 ｱﾍﾞﾆｯｺｳｺｳｷﾞｮｳ ㈱安部日鋼工業　静岡営業所 静岡 420-0839 静岡市葵区鷹匠３－１９－５ 054-255-5629 武田　雅則 建設工事

696 ﾆｯｽｲｺﾝ ㈱日水コン　静岡事務所 静岡 420-0839 静岡市葵区鷹匠３－７－２５ 054-200-6745 中松　俊哉 測量・建設コンサル

697 ﾆｯｽｲｺﾝ ㈱日水コン　静岡事務所 静岡 420-0839 静岡市葵区鷹匠３－７－２５ 054-200-6745 中松　俊哉 物品製造等

698 ｴｰｽｺｳｱﾝ エース交安㈱ 島田 426-0011 藤枝市平島１２３４－１ 054-644-8110 菊地　敏夫 建設工事

699 ｸﾞﾘｰﾝｼｬﾜｰ グリーン・シャワー㈱ 静岡 420-0905 静岡市葵区南沼上１－３－２２ 054-262-6557 落合　弘子 物品製造等

700 ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ 新明和アクアテクサービス㈱　中部センター 愛知県 485-0039 小牧市外堀３－１９３ 0568-76-7361 鷲野　滋一 建設工事

701 ｱｸｱﾃｯｸ ㈱アクアテック 岐阜県 503-2427 揖斐郡池田町市橋２３６ 0584-71-5205 長尾　彰 物品製造等

702 ｱｻｲﾃｯｸ ㈱アサイテック 島田 425-0071 焼津市三ヶ名１１４１－１ 054-621-5660 前田　健一 物品製造等

703 ｲﾊﾗｹﾝｾｲｺｳｷﾞｮｳ イハラ建成工業㈱ 静岡 424-0065 静岡市清水区長崎６９－１ 054-346-1234 杉本　金市 建設工事

704 ｵｶﾑﾗ ㈱オカムラ榛南営業所 吉田町 421-0304 吉田町神戸２２７６－１ 0548-34-5807 川嶋　規文 物品製造等

705 ﾃｸﾉｽﾃﾞﾝｼｷｶｸ ㈱テクノス電子企画 愛知県 453-0035 名古屋市中村区十王町５－２８ 052-461-4002 勝野　文明 測量・建設コンサル

706 ﾃｽｺ テスコ㈱ 東京都 101-0065 千代田区西神田１－４－５ 03-5244-5311 小林　千尋 建設工事

707 ﾃｽｺ テスコ㈱ 東京都 101-0065 千代田区西神田１－４－５ 03-5244-5311 小林　千尋 物品製造等

708 ｻﾝﾒﾝ ㈱3MEN 袋井 437-1612 御前崎市池新田792-9 0537-86-8761 室井　潔雄 物品製造等

709 ﾁｭｳﾌﾞｶｾｲﾔｸﾋﾝ 中部化成薬品㈱　名古屋支店 愛知県 462-0843 名古屋市北区田幡2-10-11 052-917-7671 高橋　良勝 物品製造等

710 ﾄｸﾗｹﾝｾﾂ 徳倉建設㈱ 愛知県 460-8615 名古屋市中区錦３－１３－５ 052-971-9541 徳倉　正晴 建設工事

711 ﾉﾘﾂﾞｷﾃﾞﾝｾﾂ ㈱法月電設 島田 425-0074 焼津市栁新屋５２２－１ 054-628-3330 法月　愼 建設工事

712 ﾔﾏﾏﾂｺｳｶﾝ ヤママツ巧管㈱ 吉田町 421-0301 吉田町住吉4716-10 0548-32-1357 松浦　正人 建設工事

713 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱伊東工業所 静岡 420-0034 静岡市葵区常磐町２－１２－５ 054-252-0184 伊東　保夫 建設工事

714 ﾆｼﾉｿﾞｳｴﾝ ㈱西野造園 静岡 422-8076 静岡市駿河区八幡4-1-15 054-283-3131 西野　元 建設工事

715 ﾏﾂﾓﾄｲﾝｻﾂ 松本印刷㈱ 吉田町 421-0303 吉田町片岡２２１０ 0548-32-0850 松本　憲治 物品製造等

716 ｼｰﾋﾟｰｴｽ ㈱シーピーエス 浜松 430-0929 浜松市中区中央1-16-9 053-450-8685 三枝　潤也 物品製造等

717 ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱伊東工業所 静岡 420-0034 静岡市葵区常磐町２－１２－５ 054-252-0184 伊東　保夫 物品製造等

718 ｼｽﾞｵｶｷｮｳｶｼｮ 静岡教科書㈱ 静岡 420-0823 静岡市葵区春日２－１２－２３ 054-253-9155 斉藤　行雄 物品製造等

719 ﾎｰﾁｷｼｽﾞｵｶｼｼｬ ホーチキ㈱静岡支社 静岡 422-8066 静岡市駿河区泉町7-22 03-3444-4111 佛木　貴之 建設工事
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720 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設㈱　静岡営業所 静岡 420-0852 静岡市葵区紺屋町１１－１ 054-253-1426 奥村　善充 建設工事

721 ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝｸｳﾁｮｳ 新日本空調㈱　静岡営業所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町１１－７ 054-255-6411 曳野　伸吾 建設工事

722 ｲｯｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 一紅産業㈱ 静岡 424-0064 静岡市清水区長崎新田１２５ 054-345-1713 鈴木　将人 測量・建設コンサル

723 ｷｮｳﾜｲｶｷｶｲ 協和医科器械㈱　焼津支店 島田 425-0066 焼津市大島８１７－１ 054-623-2222 高柳貴也 物品製造等

724 ﾀﾞｲﾄﾞｳｴﾚｯｸｽ 大同エレックス㈱ 吉田町 421-0302 川尻1202-1 0548-32-0662 福世　隆二 建設工事

725 ﾆｯｿｳｹﾝ ㈱日総建 東京都 151-0072 渋谷区幡ヶ谷1-34-14 03-5478-9855 木内啓 測量・建設コンサル

726 ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 電気興業㈱　中央営業部 東京都 100-0005 千代田区丸の内３－３－１ 03-3216-9478 浅井　貴史 建設工事

727 ｻﾝｹﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 三建設備工業㈱静岡営業所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町1-5 054-255-8001 後藤和彦 建設工事

728 ﾂﾎﾞｲｺｳｷﾞｮｳ つぼい工業㈱ 浜松 433-8105 浜北市北区三方原町８７４－５ 053-438-1111 坪井　啓隼 建設工事

729 ｾｲｶﾝｹﾝｻｾﾝﾀｰ ㈱静環検査センター 島田 426-0041 藤枝市高柳２３１０ 054-634-1000 徳田　茂 測量・建設コンサル

730 ｵｵﾂｶ ㈱大塚 富士 416-0907 富士市大渕1-1058 0545-36-1215 深澤　道彦 建設工事

731 ｵｵﾂｶ ㈱大塚 富士 416-0907 富士市大渕1-1058 0545-36-1215 深澤　道彦 物品製造等

732 ﾐﾅﾓﾄﾂｳｼﾝ ミナモト通信㈱　中部支社 静岡 422-8058 静岡市中原８８７ 054-283-8839 瀧戸　伸行 建設工事

733 ｷﾀｶﾞﾜﾀﾃｸﾞ ㈱北川建具 島田 427-0038 島田市稲荷３－７－２７ 0547-36-3300 北川　正澄 建設工事

734 ﾎｰﾄｸｴｸｼﾝ ㈱ホートクエクシン 静岡 422-8007 静岡市駿河区聖一色８３ 054-262-5522 石黒　達章 建設工事

735 ｼｽﾞｵｶﾃﾞﾝﾜｺｳｷﾞｮｳ 静岡電話工業㈱ 静岡 422-8007 静岡市駿河区聖一色１４３－１ 054-262-4903 山崎　登克 建設工事

736 ｼﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼﾞｮ ㈱志太設備工業所 島田 421-0218 焼津市下江留717 054-622-0369 川村親一 建設工事

737 ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ 国土防災技術㈱静岡支店 静岡 422-8032 静岡市駿河区有東2-8-3 054-687-1271 近藤　孝季 測量・建設コンサル

738 ﾀｷｷｶｸ (有)滝企画 静岡 424-0041 静岡市清水区髙橋3-9-71 054-364-1999 滝　孝行 物品製造等

739 ｱｸｱﾃｯｸ アクアテック㈱ 千葉県 270-2214 松戸市松飛台204-9 047-394-4769 松阪　福弘 物品製造等

740 ﾄｳｶｲﾋﾞﾙｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ ㈱東海ビルエンタープライズ 島田 425-0035 焼津市東小川2-5-32 054-629-7221 中野　宏一郎 物品製造等

741 ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ 国土防災技術㈱静岡支店 静岡 422-8032 静岡市駿河区有東2-8-3 054-687-1271 近藤　孝季 建設工事

742 ｾｲｶﾝｹﾝｻｾﾝﾀｰ ㈱静環検査センター 島田 426-0041 藤枝市高柳２３１０ 054-634-1000 徳田　茂 物品製造等

743 ﾛｰﾄﾞｻﾝｷﾞｮｳ ㈱ロード産業 静岡 424-0051 静岡市清水区北脇新田443-1 054-348-0821 戸叶　悦男 建設工事

744 ｻﾝﾘｰｸ ㈱サンリーク　静岡支店 静岡 424-0032 静岡市清水区横砂東町37-34-20 054-361-1351 桑口　健二 物品製造等

745 ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽｶﾅｶﾞﾜ ジャパンエレベーターサービス神奈川㈱ 神奈川県 210-0835 横浜市神奈川区鶴屋町３－３３－８ 045-410-0333 乙川　永圭 物品製造等

746 ﾆｼﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｾﾝﾀｰ ㈱西日本水道センター　名古屋支店 愛知県 460-0003 名古屋市中区錦1-20-8-4F 052-232-1311 鶴留　勝巳 物品製造等

747 ﾌｼﾞﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 富士ロードサービス㈱ 富士 417-0002 富士市依田橋388-1 0545-32-0730 鈴木誠治 建設工事

748 ﾌｼﾞﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 富士ロードサービス㈱ 富士 417-0002 富士市依田橋388-1 0545-32-0730 鈴木誠治 物品製造等

749 ｹﾝﾃﾞﾝ 建電㈱ 島田 425-0035 焼津市東小川５－１４－８ 054-627-5141 原田　行治 建設工事

750 ﾆｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱日建技術コンサルタント　静岡事務所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町５－１ 054-273-7741 中西　直哉 測量・建設コンサル

751 ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 電気興業㈱中央営業部 東京都 100-0005 千代田区丸の内3-3-1 03-3216-1671 浅井　貴史 物品製造等

752 ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 電気興業㈱中央営業部 東京都 100-0005 千代田区丸の内3-3-1 03-3216-1671 浅井　貴史 物品製造等

753 ﾊﾟﾙﾌﾞﾝｶｻﾞｲｹﾝｷｭｳｼﾞｮ ㈲パル文化財研究所 静岡 424-0032 静岡市清水区横砂東町34-4 054-340-6450 片平　剛 物品製造等

754 ﾊﾟﾙﾌﾞﾝｶｻﾞｲｹﾝｷｭｳｼﾞｮ ㈲パル文化財研究所 静岡 424-0032 静岡市清水区横砂東町34-4 054-340-6450 片平　剛 測量・建設コンサル

755 ﾃﾚｺﾑｼｰｱﾝﾄﾞｼｰﾄｳｷｮｳｼﾞﾑｼｮ テレコムＣ＆Ｃ東京事務所 東京都 112-0002 東京都文京区小石川3-22-8 03-5806-0131 伊澤　正隆 測量・建設コンサル

756 ｶﾐﾔﾃｯｺｳｼﾞｮ ㈱神谷鐡工所 島田 421-0512 牧之原市大江658-13-1-1 0548-52-0387 神谷　美津子 建設工事

757 ﾊｼﾓﾄｸﾞﾐ ㈱橋本組 島田 425-0027 焼津市栄町5-9-3 054-627-3276 橋本　勝策 建設工事

758 ﾀｲｾｲｷｺｳ 大成機工㈱ 大阪府 530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-2700 06-6344-7771 鈴木　仁 建設工事

759 ﾀｲｾｲｷｺｳ 大成機工㈱ 大阪府 530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-2700 06-6344-7771 鈴木　仁 物品製造等

760 ﾆﾎﾝｴﾝﾁﾞﾆﾔ 日本エンヂニヤ㈱ 愛知県 480-1137 長久手市下川原15-1 0561-62-3611 牧志　龍男 物品製造等

761 ﾆﾎﾝｴﾝﾁﾞﾆﾔ 日本エンヂニヤ㈱ 愛知県 480-1137 長久手市下川原15-1 0561-62-3611 牧志　龍男 物品製造等

762 ﾌｿｳ ㈱フソウ静岡営業所 静岡 422-8042 静岡市駿河区石田2-2-7 054-287-5011 村上　王久徳 建設工事

763 ﾆｯｾｲｹﾝｾﾂ 日成建設㈱ 静岡市 422-8055 駿河区寿町6-25 054-286-0341 小林　嘉久 建設工事

764 ﾖｺﾊﾏｳｫｰﾀｰ 横浜ウォーター㈱ 神奈川県 231-0012 横浜市中区相生町6-113 045-651-6100 五十川　健朗 測量・建設コンサル

765 ﾖｺﾊﾏｳｫｰﾀｰ 横浜ウォーター㈱ 神奈川県 231-0012 横浜市中区相生町6-113 045-651-6100 五十川　健朗 物品製造等

766 ｸﾎﾞﾀ ㈱クボタ　東京本社 東京都 104-8307 中央区京橋2-1-3 03-3245-3200 黒澤　利彦 建設工事

767 ｶｺｲﾁｸﾛｺｳｷﾞｮｳ 栫築炉工業㈱ 千葉県 285-0846 佐倉市上志津１１１７－２ 043-489-3211 栫　勝次 建設工事

768 ﾊｲﾅﾝ ㈱ハイナン 島田 421-0422 牧之原市静波１２１ 0548-22-8170 畑　設司 建設工事

769 ｴｱｰﾄﾞ ㈱エアード 島田 427-0113 島田市湯日5-1 0547-38-6021 紅林　輝勇 建設工事

770 ｼｽﾞｵｶｼﾞｮｳﾎｳｼｮﾘｾﾝﾀｰ ㈱静岡情報処理センター 静岡 420-0851
静岡市葵区紺屋町12-6シャンソン
ビル紺屋町 054-271-7533 鈴木　裕 物品製造等

771 ｺﾝﾂﾅ ㈱コンツナ 島田 426-0003 藤枝市下当間621-1 054-641-0939 山田　賀昭 物品製造等

772 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｲｰｴｽｴﾝｷｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
パナソニックＥＳエンジニアリング㈱　中部支
店 愛知県 450-8611 名古屋市中村区名駅南2-7-55 052-563-1171 石田　近史 物品製造等

773 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ ㈱安藤・間静岡支店 静岡 420-8612 静岡市葵区追手町2-12 054-255-3431 石松　博幸 建設工事

774 ﾀｲｾｲｹﾝｾﾂｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 大成建設㈱静岡営業所 静岡 420-0064 静岡市葵区本通5-1-5 052-562-7535 藤巻秀郷 建設工事

775 ｵｰｲｼ ㈱オーイシ 島田 428-0043 島田市金谷中町2091 0547-46-1165 大石　聡 物品製造等

776 ｹﾝｼｮｳ (有)建粧 吉田町 421-0301 住吉4038-1 0548-32-6055 増田　栄 物品製造等

777 ｼｽﾞｵｶﾋﾞﾙﾎｾﾞﾝ 静岡ビル保善㈱ 静岡市 420-0839 葵区鷹匠2-23-9 054-251-1161 山本　一衛 物品製造等

778 ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝ 日立造船㈱　東京本社 東京都 140-0013 品川区南大井6-26-3 03-6404-0831 小木　均 建設工事

779 ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝ 日立造船㈱　東京本社 東京都 140-0013 品川区南大井6-26-3 03-6404-0831 小木　均 物品製造等
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780
ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝ･ﾋｯﾂｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽｷｮｳﾄﾞｳｷｷﾞｮ
ｳﾀｲ 日立造船・Hitz環境サービス共同企業体 東京都 140-0013 品川区南大井6-26-3 03-6404-0831 小木　均 物品製造等

781 ｴｽﾋﾟﾄｰﾑ エスピトーム㈱ 静岡 422-8041 静岡市駿河区中田２－４－１７ 054-281-7890 糟谷　泉 物品製造等

782 ﾆｯｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｼｽﾞｵｶｼｭｯﾁｮｳｼﾞｮ ㈱日新技術コンサルタント静岡出張所 静岡 420-0068 静岡市葵区田町2-76-2 054-275-3280 高羽　弦 測量・建設コンサル

783 ｲｹﾀﾞｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈱池田建築設計事務所 静岡 420-0064 静岡市葵区本通１－２－４ 054-250-2212 松澤　心一 測量・建設コンサル

784 ｼｽﾞｵｶﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬ 静岡日野自動車㈱ 静岡 422-8004 静岡市駿河区国吉田2-5-1 054-261-2900 桑原　優 物品製造等

785 ｶﾄｳｹﾝｾﾂ ㈱加藤建設　静岡営業所 静岡 422-8057 静岡市駿河区見瀬８２－１ 054-202-2001 篠原　尚之 建設工事

786 ｼｰﾃﾞｰｼｰｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ シーデーシー情報システム㈱ 千葉県 260-0014 千葉市中央区本千葉町４－３ 043-224-7181 鈴木　滋 物品製造等

787 ﾌｼﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 冨士建設工業㈱ 新潟県 950-3102 新潟市北区島見町３３０７－１６ 025-255-4161 鳴海　利彦 建設工事

788 ﾌｼﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 冨士建設工業㈱ 新潟県 950-3102 新潟市北区島見町３３０７－１６ 025-255-4161 鳴海　利彦 物品製造等

789 ｱｶﾀｹ 赤武㈱ 沼津 410-0303 沼津市西椎路14 055-967-3333 原俊範 物品製造等

790 ｱｶﾀｹ 赤武㈱ 沼津 410-0303 沼津市西椎路14 055-967-3333 原俊範 建設工事

791 ﾐﾀﾞｯｸ ㈱ミダック 浜松 431-3122 浜松市東区有玉南町2163 053-471-9361 矢板橋一志 物品製造等

792 ﾄｳｶｲﾘｰｽ 東海リース㈱　静岡営業所 静岡 420-0837 静岡市葵区日出町１－２ 054-254-0205 石田　智水 物品製造等

793 ｾｷｽｲｱｸｱｼｽﾃﾑ 積水アクアシステム㈱　中部事業所 愛知県 450-0003
名古屋市中村区名駅南２－１４－１
９ 052-582-5115 後藤　益雄 建設工事

794 ｷｮｳﾄﾞｳ ㈱共同 浜松 435-0015 浜松市東区子安町315-13 053-464-4108 有賀　公哉 物品製造等

795 ｲｰｱｲｼｰ ㈲イー・アイ・シー 神奈川県 245-0018 横浜市泉区上飯田町4672-14 045-306-0944 芦田　廣志 測量・建設コンサル

796 ﾄｳｼﾊﾞｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 東芝エレベーター㈱　静岡支店 静岡 422-8062 静岡市駿河区稲川２－１－１ 054-284-4981 秋田　雅賢 物品製造等

797 ﾄｳｼﾊﾞｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 東芝エレベーター㈱　静岡支店 静岡 422-8062 静岡市駿河区稲川２－１－１ 054-284-4981 秋田　雅賢 建設工事

798 ｱﾙｿｯｸｱﾝｼﾝｹｱｻﾎﾟｰﾄ ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート㈱ 東京都 143-0023 大田区山王１－３－５ 03-3773-2021 末崎　朗 物品製造等

799 ｵｸﾀﾞｲﾗｿｸﾘｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈱奥平測量設計事務所 島田 426-0071 藤枝市志太４－１０－２４ 054-643-7312 奥平　慎太郎 測量・建設コンサル

800 ｼｽﾞｵｶｾｲｺｰ ㈱静岡セイコー 静岡 421-0115 静岡市駿河区ミズホ2-18-15 054-259-9121 櫻井　貴彦 物品製造等

801 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都 135-6033 江東区豊洲３－３－３ 03-5546-8202 本間　洋 物品製造等

802 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼﾞｮｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ 日立製作所㈱静岡支店 静岡 420-0857 静岡市葵区御幸町11-30 054-254-7341 栗林　良彦 建設工事

803 ｴﾇｲｰｼｰｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｼｮﾝ ＮＥＣキャピタルソリューション㈱　静岡支店 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町３ 054-253-0411 永井　貴久 物品製造等

804 ﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑﾁｭｳﾌﾞｼｼｬ ㈱日立ビルシステム中部支社 愛知県 450-6021 名古屋市中村区名駅1-1-4 052-583-1840 岩田　直樹 物品製造等

805 ﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑﾁｭｳﾌﾞｼｼｬ ㈱日立ビルシステム中部支社 愛知県 450-6021 名古屋市中村区名駅1-1-4 052-583-1840 岩田　直樹 建設工事

806 ｺｳﾍﾞｿｳｺﾞｳｿｯｷ 神戸綜合速記㈱ 兵庫県 650-0012 神戸市中央区北長狭通４－３－８ 078-321-2522 藤岡　伸行 物品製造等

807 ｷｮｸﾄｳｷﾞｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱極東技工コンサルタント静岡事務所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町５５ 054-282-6121 秋元　透 測量・建設コンサル

808 ｷｮｸﾄｳｷﾞｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱極東技工コンサルタント静岡事務所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町５５ 054-282-6121 秋元　透 物品製造等

809 ﾊﾏｹﾝ ㈱浜建 浜松 431-1115 浜松市西区和地町５１８１－１ 053-486-0110 豊田　和壽 建設工事

810 ｼｽﾞｵｶﾔﾝﾏｰ 静岡ヤンマー㈱ 静岡 421-3112 静岡市清水区由比寺尾831-2 054-376-0211 大竹一彌 物品製造等

811 ｻﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 三基工業㈱ 愛知県 448-0007 刈谷市東境町住吉６５－２ 0566-36-5057 神谷　浩基 建設工事

812 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｸﾚｼﾞｯﾄ 三菱電機クレジット㈱　中部支店 愛知県 460-0002 名古屋市中区丸の内3-20-9 052-968-3412 岡村　浩 物品製造等

813 ﾆｯｼﾝﾃﾞﾝﾂｳｷﾞｹﾝ 日新電通技研㈱ 愛知県 460-0008 名古屋市中区栄３－２５－１６ 052-261-7236 柴山　裕孝 建設工事

814 ﾆｯｼﾝﾃﾞﾝﾂｳｷﾞｹﾝ 日新電通技研㈱ 愛知県 460-0008 名古屋市中区栄３－２５－１６ 052-261-7236 柴山　裕孝 測量・建設コンサル

815 ｸｼﾞｾｯｹｲﾄｳｷｮｳｼｼｬ ㈱久慈設計東京支社 東京都 101-0065 千代田区西神田2-5-2 019-624-2020 田村　徳好 測量・建設コンサル

816 ｼｽﾞｵｶﾀﾋﾞﾉｷｶｸｼﾂ ㈱静岡旅の企画室 袋井 437-1514 菊川市下平川6418 0537-73-8111 山村　幸樹 物品製造等

817 ﾊﾛｰｼﾞｰ ㈱ハローＧ 静岡 422-8034 静岡市駿河区高松2-1-1 054-237-1080 芝崎　良人 建設工事

818 ﾊﾛｰｼﾞｰ ㈱ハローＧ 静岡 422-8034 静岡市駿河区高松2-1-1 054-237-1080 芝崎　良人 物品製造等

819 ｳｼｷﾂｳｼﾝｼｽﾃﾑ ㈱宇式通信システム 静岡 422-8004 静岡市駿河区国吉田1-6-35 054-261-1671 宇式　寛記 物品製造等

820 ﾏｽﾀﾞｹﾝｾﾂ ㈱増田建設 袋井 437-1622 御前崎市白羽５２５６－２ 0548-63-2120 増田　和巳 建設工事

821 ｾﾙｺ セルコ㈱ 静岡 422-8063 静岡市駿河区馬淵2-4-19 054-288-2210 橋詰　歩 建設工事

822 ｻﾝｺｰﾎﾞｳｻｲ サンコー防災㈱ 富士 417-0058 富士市永田北町9-15 0545-52-3973 鈴木文三 建設工事

823 ｻﾝｺｰﾎﾞｳｻｲ サンコー防災㈱ 富士 417-0058 富士市永田北町9-15 0545-52-3973 鈴木文三 物品製造等

824 ｲｽﾞﾓｲｰﾋﾟｰｼｰｴﾑ イズモＥＰＣＭ㈱ 神奈川県 259-0202 足柄下郡真鶴町岩910-10 0465-39-2557 佐瀬　喜久男 建設工事

825 ｲｽﾞﾓｲｰﾋﾟｰｼｰｴﾑ イズモＥＰＣＭ㈱ 神奈川県 259-0202 足柄下郡真鶴町岩910-10 0465-39-2557 佐瀬　喜久男 物品製造等

826 ｼﾝﾆﾎﾝｾｯｹｲ 新日本設計㈱　静岡支社 静岡 422-8041 静岡市駿河区中田2-6-6 054-269-6277 松田　敏之 測量・建設コンサル

827 ﾄｰﾃｯｸｱﾒﾆﾃｨ トーテックアメニティ㈱ 愛知県 451-0045 名古屋市西区名駅2-27-8 052-533-6900 坂井幸治 物品製造等

828 ｱﾄﾞﾈｯｸｽ ㈱アドネックス 静岡 421-0113 静岡市駿河区下川原5-29-13 054-257-9177 湯澤利夫 建設工事

829 ｼｽﾞｵｶｺｳｻﾝ 静岡興産㈱　蒲原事業所 静岡 421-3203 静岡市清水区蒲原４８０ 054-385-3555 久保田　哲朗 物品製造等

830 ｳｼｷﾂｳｼﾝｼｽﾃﾑ ㈱宇式通信システム 静岡 422-8004 静岡市駿河区国吉田1-6-35 054-261-1671 宇式　寛記 建設工事

831 ﾎｳﾃﾞﾝｼｬ ㈱朋電舎 島田 425-0092 焼津市越後島３５７ 054-626-5111 松田　光弘 建設工事

832 ｱｶﾞﾀﾃﾞﾝｷ ㈱阿形電気 袋井 437-1622 御前崎市池新田４８１１ 0537-86-2376 阿形　正好 建設工事

833 ﾆｯｾｲｶﾝｺｳ ㈱日成菅興 浜松 431-0201 浜松市篠原町２１４４０－２ 053-449-3350 中西　智徳 建設工事

834 ｱｲｽﾞｾｷｭﾘﾃｨ ㈱アイズセキュリティ 島田 426-0046 藤枝市高洲８１－６ 054-636-0700 石神　竜一 物品製造等

835 ﾀﾞｲﾄﾞｳﾃﾞﾝｷ 大同電気㈱ 吉田町 421-0301 吉田町住吉１７０１ 0548-32-0634 福世　文浩 物品製造等

836 ﾒｲﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ ㈱明電エンジニアリング静岡支店 沼津 410-8588 沼津市東間門宇上中溝515 03-3490-7216 新居田　正浩 物品製造等

837 ﾒｲﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ ㈱明電エンジニアリング静岡支店 沼津 410-8588 沼津市東間門宇上中溝515 03-3490-7216 新居田　正浩 建設工事

838 ﾀﾞｲｲﾁ ㈱ダイイチ　静岡営業所 静岡 422-8037 静岡市駿河区下島426-1 054-669-9544 檜垣　高久 物品製造等

839 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
パナソニックシステムソリューションズジャパ
ン㈱中部社 愛知県 461-0005 名古屋市東区東桜1-14-11 052-959-3262 古賀　司郎 建設工事
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840 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
パナソニックシステムソリューションズジャパ
ン㈱中部社 愛知県 461-0005 名古屋市東区東桜1-14-11 052-959-3262 古賀　司郎 物品製造等

841 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ ㈱日立システムズ　中部支社 愛知県 460-0008 名古屋市中区栄１－２４－１５ 052-203-1141 河田　淳一 物品製造等

842 ｱｲｱｰﾙｴｽ ㈱アイアールエス 東京都 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5-16-11 03-3357-7181 牧野昭雄 物品製造等

843 ﾅｶﾎﾞｰﾃｯｸ ㈱ナカボーテック　名古屋支店 愛知県 460-0012 名古屋市中区千代田３－１４－１４ 052-332-2850 南　正信 建設工事

844 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸｼｾﾂ 日本体育施設㈱　東京支店 東京都 164-0003 中野区東中野３－２０－１０ 03-5337-2611 田倉　嘉之 建設工事

845 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
三菱電機プラントエンジニアリング㈱　静岡支
社 静岡 422-8067 静岡市駿河区南町１４－２５ 054-202-5610 浅井　直人 物品製造等

846 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
三菱電機プラントエンジニアリング㈱　静岡支
社 静岡 422-8067 静岡市駿河区南町１４－２５ 054-202-5610 浅井　直人 建設工事

847 ﾀｹﾅｶｺｳﾑﾃﾝ ㈱竹中工務店　静岡営業所 静岡 420-0033 静岡市駿河区南町18番1号 054-255-5111 青島　隆晴 建設工事

848 ﾁｮｳﾀﾞｲ ㈱長大　静岡事務所 静岡 420-0857 静岡市葵区御幸町１１－１０ 054-221-8360 佐藤　賢治 測量・建設コンサル

849 ﾁｮｳﾀﾞｲ ㈱長大　静岡事務所 静岡 420-0857 静岡市葵区御幸町１１－１０ 054-221-8360 佐藤　賢治 物品製造等

850 ﾄｳｷｮｳﾎｳﾚｲｼｭｯﾊﾟﾝ 東京法令出版㈱ 長野県 380-8688 長野市南千歳町1005 026-224-5441 星沢卓也 物品製造等

851 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ
富士ゼロックスシステムサービス㈱
公共事業本部　首都圏支店 東京都 101-0041 千代田区神田須田町１－２５ 03-3525-8863 松尾　浩一郎 物品製造等

852 ﾆｯｹｲｻﾝｷﾞｮｳ 日軽産業㈱ 静岡 424-0825 静岡市清水区松原町５－１２ 054-353-5277 星　直之 建設工事

853 ｻﾝｾｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 三精テクノロジーズ㈱　東京支店 東京都 160-0022 新宿区新宿４－３－１７ 03-3356-5651 山邊　隆義 物品製造等

854 ｻﾝｾｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 三精テクノロジーズ㈱　東京支店 東京都 160-0022 新宿区新宿４－３－１７ 03-3356-5651 山邊　隆義 建設工事

855
ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｼｮﾄｳﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｼﾞ
ｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ ㈱ベネッセコーポレーション 岡山県 700-8686 岡山市北区南方3-7-17 086-225-1100 吉野　隆弘 物品製造等

856 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス㈱　静岡支店 静岡 420-0852 静岡市葵区紺屋町１１－１７ 054-251-6251 大窪　九巳夫 物品製造等

857 ｸﾒｾｯｹｲ ㈱久米設計　名古屋支社 愛知県 450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-8 052-586-3301 鈴木　一光 測量・建設コンサル

858 ｲｰﾃｨｰｴｽｴｽ Ｅ．ＴＳＳ㈱ 浜松 431-1103 浜松市西区湖東町5750-2 053-486-0679 柴山幸亮 建設工事

859 ｲｰﾃｨｰｴｽｴｽ Ｅ．ＴＳＳ㈱ 浜松 431-1103 浜松市西区湖東町5750-2 053-486-0679 柴山幸亮 物品製造等

860 ｼﾞｰﾍﾞｯｸ ㈱ジーベック 静岡 420-0937 静岡市葵区唐瀬１－１７－３４ 054-246-7741 松浦　好樹 建設工事

861 ｼﾞｰﾍﾞｯｸ ㈱ジーベック 静岡 420-0937 静岡市葵区唐瀬１－１７－３４ 054-246-7741 松浦　好樹 測量・建設コンサル

862 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲｼｽﾞｵｶｼｼｬ 能美防災㈱静岡支社 静岡 420-2813 静岡市葵区長沼2‐16‐10 054-340-0013 高沢　豊秀 建設工事

863 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲｼｽﾞｵｶｼｼｬ 能美防災㈱静岡支社 静岡 420-2813 静岡市葵区長沼2‐16‐10 054-340-0013 高沢　豊秀 物品製造等

864 ｵｵﾊﾞｼﾞｮｳｹﾞｽｲﾄﾞｳｾｯｹｲ ㈱大場上下水道設計 浜松 435-0054 浜松市中区早出町１１３４ 053-466-2100 大野　英也 測量・建設コンサル

865 ﾏﾙﾓﾃﾞﾝｷ 丸茂電機㈱ 東京都 101-0041 千代田区神田須田町１－２４ 03-3252-0323 丸茂　正俊 建設工事

866 ﾏﾙﾓﾃﾞﾝｷ 丸茂電機㈱ 東京都 101-0041 千代田区神田須田町１－２４ 03-3252-0323 丸茂　正俊 物品製造等

867 ﾆﾎﾝﾋﾟｰｴｽｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ ㈱日本ピーエス静岡営業所 静岡 420-0034 静岡市葵区常磐町1-7-8 0770-22-1400 井上　晃一 建設工事

868 ｲﾑﾗｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈱イムラ設計事務所 島田 425-0028 焼津市駅北３－２０－６ 054-628-7724 伊村　善郎 測量・建設コンサル

869 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ
三菱電機ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ＩＴプロダクト
営業部 東京都 108-0023 港区芝浦4-13-23 03-5445-7737 南　英知 物品製造等

870 ｾｲﾜｺｳｷﾞｮｳ 静和工業㈱　西部営業所 島田 428-0006 島田市牛尾８６７－１ 0547-45-2612 佐野　浩三 建設工事

871 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｺｳ ㈱富士電工 島田 425-0081 焼津市大栄町２－５－２ 054-626-5636 池谷　孝宣 建設工事

872 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｺｳ ㈱富士電工 島田 425-0081 焼津市大栄町２－５－２ 054-626-5636 池谷　孝宣 物品製造等

873 ｱｸｱｲﾝﾃｯｸ アクアインテック㈱ 袋井 436-0005 掛川市伊達方１１６２－１ 0537-27-2112 八本　功 建設工事

874 ｱｸｱｲﾝﾃｯｸ アクアインテック㈱ 袋井 436-0005 掛川市伊達方１１６２－１ 0537-27-2112 八本　功 物品製造等

875 ｳﾞｧｲｵｽ ㈱ヴァイオス 和歌山県 640-0112 和歌山市西庄２９５－９ 073-452-9396 吉村　英樹 物品製造等

876 ｽｶﾞｺｳｷﾞｮｳ 須賀工業㈱　静岡支店 静岡 420-0837 静岡市葵区日出町１－２ 054-255-0186 大石　昌巳 建設工事

877 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾄｳｶｲ キングラン東海㈱　沼津営業所 沼津 411-0918 駿東郡清水町湯川113-12 055-955-6615 原田　浩史 物品製造等

878 ｿｳｺﾞｳｶﾝｷｮｳｹｲｶｸ ㈱総合環境計画　静岡事務所 静岡 420-0882 静岡市葵区安東2-16-30 054-200-7341 浦野　真佑美 物品製造等

879 ｿｳｺﾞｳｶﾝｷｮｳｹｲｶｸ ㈱総合環境計画　静岡事務所 静岡 420-0882 静岡市葵区安東2-16-30 054-200-7341 浦野　真佑美 測量・建設コンサル

880 ｷｸﾃｯｸ ㈱キクテック　静岡支店 静岡 422-8044
静岡市駿河区西脇字下新田６３４－
1 054-282-1856 宇佐　孝之 物品製造等

881 ｷｸﾃｯｸ ㈱キクテック　静岡支店 静岡 422-8044
静岡市駿河区西脇字下新田６３４－
1 054-282-1856 宇佐　孝之 建設工事

882 ﾄｰﾀﾙ･ﾘｱﾙﾃｨ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ ㈱トータル・リアルティ・アドバイザーズ 東京都 107-0052 港区赤坂3-21-21 03-5575-7505 吉村　利一 物品製造等

883 ｷｮｳﾜｻﾝｷﾞｮｳ 協和産業㈱　静岡支店 静岡市 422-8043 静岡市駿河区中田本町23-18 054-282-7109 水上　修 建設工事

884 ﾄｳﾖｳｹｲｷ 東洋計器㈱　静岡営業所 静岡 422-8035 静岡市駿河区宮竹1-18-15 054-687-0022 大月　貴博 物品製造等

885 ｼｮｳﾜｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞｮｳ 昭和コンクリート工業㈱　静岡営業所 静岡 420-0072 静岡市葵区に番町9-3 054-204-5672 大澤　実 建設工事

886 ﾅｲﾄｳｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ ㈱内藤建築事務所　静岡営業所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄２－５ 054-253-6347 阪井　浩 測量・建設コンサル

887 ﾀﾞｲｼｮｳﾄﾞﾎﾞｸｺｳｷﾞｮｳ ㈱大正土木工業 吉田町 421-0301 吉田町住吉３５３９－１ 0548-33-0739 増田　正人 建設工事

888 ﾄｳﾆﾁ ㈱東日　袋井営業所 袋井 437-0026 袋井市袋井３４６ 0538-43-7991 高木　晃一 測量・建設コンサル

889 ﾄｳﾆﾁ ㈱東日　袋井営業所 袋井 437-0026 袋井市袋井３４６ 0538-43-7991 高木　晃一 物品製造等

890 ｾｺﾑ セコム㈱ 東京都 150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1 03-5775-8475 中山泰男 物品製造等

891 ｾｺﾑ セコム㈱ 東京都 150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1 03-5775-8475 中山泰男 建設工事

892 ﾁｭｳﾌﾞｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱中部綜合コンサルタント 浜松 430-0946 浜松市中区元城町２２２－２ 053-458-7080 豊田　哲也 物品製造等

893 ﾁｭｳﾌﾞｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱中部綜合コンサルタント 浜松 430-0946 浜松市中区元城町２２２－２ 053-458-7080 豊田　哲也 測量・建設コンサル

894 ﾜｺｳｼｮｳｶｲ ㈲和光商会 島田 427-0034 島田市伊太２３１３－２５ 0547-35-3398 伊藤　和敏 物品製造等

895 ﾜｺｳｼｮｳｶｲ ㈲和光商会 島田 427-0034 島田市伊太２３１３－２５ 0547-35-3398 伊藤　和敏 建設工事

896 ﾆﾎﾝﾝｶﾝｷｮｳｺｳｶﾞｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈱日本環境工学設計事務所 東京都 101-0051 千代田区神田神保町２－７－３ 03-3265-0551 岩脇　成彦 測量・建設コンサル

897 ﾊﾏﾏﾂﾔﾏﾌｸ ㈱浜松山福 浜松 435-0006 浜松市東区下石田町１１１４ 053-421-7533 嵩　明美 物品製造等

898 ﾆﾎﾝﾄｼｷﾞｼﾞｭﾂ 日本都市技術㈱　東日本支社 千葉県 271-0091 松戸市本町１４－１ 047-703-6033 井出　慎一郎 測量・建設コンサル

899 ﾐﾔﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱宮本工業所 富山県 930-8512 富山市奥田新町１２－３ 076-441-2201 宮本　芳樹 建設工事
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900 ｼﾝｾｲﾃｸﾉｽ 新生テクノス㈱　静岡支店 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町64 054-273-5181 小林　誠治 建設工事

901 ﾌｼﾞﾖｼｺｳｷﾞｮｳﾊﾏﾏﾂｼﾃﾝ 藤吉工業㈱浜松支店 浜松 435-0017 浜松市東区薬師寺町5 053-422-3531 松尾　健次 建設工事

902 ｼｽﾞｵｶﾆﾁﾃﾞﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ 静岡日電ビジネス㈱ 袋井 436-0028 掛川市亀の甲1-4-21 0537-24-8311 近藤　秀一 建設工事

903 ｼｽﾞｵｶﾆﾁﾃﾞﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ 静岡日電ビジネス㈱ 袋井 436-0028 掛川市亀の甲1-4-21 0537-24-8311 近藤　秀一 物品製造等

904 ﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｾｯｹｲｼｬ ㈱日本水道設計社　静岡営業所 静岡 422-8063 静岡市駿河区馬渕2-5-38 054-280-1411 橋本　洋一 測量・建設コンサル

905 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機㈱　静岡営業所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町3-1 054-255-7623 西山　誠治 建設工事

906 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機㈱　静岡営業所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町3-1 054-255-7623 西山　誠治 物品製造等

907 ﾀﾆｺｰ タニコー㈱　静岡営業所 静岡 422-8005 静岡市駿河区池田537-1 054-263-2870 高草　秀人 建設工事

908 ﾀﾆｺｰ タニコー㈱　静岡営業所 静岡 422-8005 静岡市駿河区池田537-1 054-263-2870 高草　秀人 物品製造等

909 ｵｷｳｨﾝﾃｯｸｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 沖ウィンテック㈱静岡営業所 静岡 420-0034
静岡市葵区常磐町1-4-1ヨシコン常
磐町ビル 054-652-1825 村本　誠一 建設工事

910 ｵｷｳｨﾝﾃｯｸｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 沖ウィンテック㈱静岡営業所 静岡 420-0034
静岡市葵区常磐町1-4-1ヨシコン常
磐町ビル 054-652-1825 村本　誠一 物品製造等

911 ｸﾘﾊﾗｺｳｷﾞｮｳｼｽﾞｵｶｴｲﾖｳｼｮ 栗原工業㈱静岡営業所 静岡 422-8067 静岡市駿河区南町18-3 054-285-9177 増田　直哉 建設工事

912 ﾅﾆﾜｷﾞｹﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱浪速技研コンサルタント　中部事務所 愛知県 471-0029 豊田市桜町2-54 0565-41-4655 村田　省一 測量・建設コンサル

913 ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝ アズビル金門㈱静岡営業所 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町5-4 054-254-2055 山口　智徳 物品製造等

914 ｼﾝｸ ㈱シンク 福岡県 825-0001
福岡市博多区博多駅前2-19-24
大博センタービル 0947-42-0111 松田　久 物品製造等

915 ﾄｳｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ ㈱東光コンサルタンツ静岡営業所 静岡 422-8021 静岡市駿河区小鹿913-3 054-654-2833 楠田　宣彰 測量・建設コンサル

916 ﾄｳｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ ㈱東光コンサルタンツ静岡営業所 静岡 422-8021 静岡市駿河区小鹿913-3 054-654-2833 楠田　宣彰 物品製造等

917 ﾆﾎﾝｷｮｳｲｸｼﾞｮｳﾎｳｷｷ 日本教育情報機器㈱ 東京都 100-0006 千代田区有楽町1-7-1 03-3287-2181 山岸　勇一郎 物品製造等

918 ｱｽﾞｻｾｯｹｲ ㈱梓設計　中部支社 愛知県 460-0003 名古屋市中区錦3-15-15 052-253-8822 中山　明宗 測量・建設コンサル

919 ｸｼﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ クシダ工業㈱ 群馬県 370-0042 高崎市貝沢町甲965 027-362-1234 串田　洋介 建設工事

920 ﾔﾏｺｼ ㈱山越 愛知県 451-0051 名古屋市西区則武新町1-3-5 052-571-8977 相澤　宏暢 建設工事

921 ｲﾋﾞｿｸ ㈱イビソク　静岡営業所 静岡 420-0865 静岡市葵区東草深町20-23 054-269-5806 山田　哲也 測量・建設コンサル

922 ｲﾋﾞｿｸ ㈱イビソク　静岡営業所 静岡 420-0865 静岡市葵区東草深町20-23 054-269-5806 山田　哲也 物品製造等

923 ﾄｳｶｲﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼﾞｮ 東海電気工業所 静岡 420-0064 静岡市葵区本通6-3-4 054-253-3171 鈴木　さ江子 建設工事

924 ﾄｳｶｲﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼﾞｮ 東海電気工業所 静岡 420-0064 静岡市葵区本通6-3-4 054-253-3171 鈴木　さ江子 物品製造等

925 ﾄｳﾖｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱東洋コンサルタント　静岡営業所 静岡 420-0011 静岡市葵区安西4-65-2 054-275-0160 澤村　三津久 測量・建設コンサル

926 ﾑﾗﾏﾂｼｮｳﾃﾝ ㈱村松商店　静岡支店 静岡 421-0131 静岡市駿河区手越原233-2 054-259-8101 三室　昭彦 物品製造等

927 ｼﾝｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 信建工業㈱ 静岡 421-1212 静岡市葵区千代1-18-29 054-276-2151 井上　資士 建設工事

928 ｼﾝｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 信建工業㈱ 静岡 421-1212 静岡市葵区千代1-18-29 054-276-2151 井上　資士 物品製造等

929 ﾏﾙｼｮｳ 丸硝㈱ 岐阜県 503-0034 大垣市荒尾町674 0584-91-4756 堤　俊彦 物品製造等

930 ｹﾞﾝｿｳ ㈱元創 東京都 166-0003 杉並区高円寺南3-24-31 03-6911-3777 石住　秀樹 物品製造等

931 ｸｷﾞｶﾞｳﾗｹﾝｾﾂ 釘ヶ浦建設㈱ 島田 421-0422 牧之原市静波７５５－１ 0548-22-0507 宮村　国行 建設工事

932 ｲｿﾑﾗｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ ㈱磯村静岡営業所 静岡 424-0114 静岡市清水区庵原町2314-7 054-363-6603 山崎勝久 建設工事

933 ﾎｳﾒｲ ㈲鳳鳴　浜松営業所 浜松 431-2212 浜松市北区引佐町井伊谷3875-1 053-542-3578 岩嵜　歩 物品製造等

934 ｱｸｱｾｯｹｲ ㈱アクア設計 浜松 435-0045 浜松市中区細島町7-24 053-462-2480 大嶋弘成 測量・建設コンサル

935 ﾆﾎﾝﾛｳﾎﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱日本漏防コンサルタント　中部営業所 愛知県 492-8217 稲沢市稲沢町前田180-1 0587-96-6500 家田　善弘 物品製造等

936 ｶﾀﾋﾗｼﾝﾆﾎﾝｷﾞｹﾝ ㈱片平新日本技研　名古屋支店 愛知県 461-0002 名古屋市東区代官町」35-16 052-930-3701 佐藤　文彦 測量・建設コンサル

937 ﾑﾗﾏﾂｼｮｳｶｲ ㈱村松商会 袋井 438-0072 磐田市鳥之瀬１５３ 0538-32-2291 村松　正浩 建設工事

938 ｱｲﾁｽｲﾐﾝｸﾞ ㈱愛知スイミング 愛知県 486-0839 春日井市六軒屋町西３－１０－１６ 0568-84-8743 鈴木　綱次 物品製造等

939 ｲﾁｶﾜﾄﾞﾎﾞｸ 市川土木㈱ 静岡 421-0112 静岡市駿河区東新田1-3-55 054-259-1212 市川　聡康 建設工事

940 ｱｰｽ ㈱アース 岐阜県 509-0133 各務原市鵜沼古市場町4-199-1 058-376-7276 鈴木　網次 物品製造等

941 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ ㈱テクノスジャパン　東京支店 東京都 179-0074 練馬区春日町3-17-30-103 06-5848-5631 三小田　和則 物品製造等

942 ﾅｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱内藤工業所 福島県 963-8861 郡山市鶴見１－１４－５ 024-923-1800 小野　勘 物品製造等

943 ﾅｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱内藤工業所 福島県 963-8861 郡山市鶴見１－１４－５ 024-923-1800 小野　勘 建設工事

944 ﾀﾞｲｴｲｺｳｷﾞｮｳ 大栄工業㈱ 島田 425-0015 焼津市石脇上133-2 054-627-9400 宮本　浩 建設工事

945 ﾄｳｶｲﾘｰｽ 東海リース㈱　横浜支店 神奈川県 231-0007 横浜市中区弁天通4-59 045-651-5091 高橋　真一 建設工事

946 ﾎﾞｰﾀﾞ-ﾘﾝｸ ㈱ボーダーリンク 埼玉県 330-0844 さいたま市大宮区下町２－１６－１ 048-631-0230 安井康真 物品製造等

947 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業㈱　静岡支店 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町４－１０ 054-251-7977 加賀　徳彦 物品製造等

948 ｻﾝｺｳﾗｲﾝ 山交ライン㈱ 静岡 422-8044 静岡市駿河区西脇１１８５－１ 054-281-4118 山嵜　英二 建設工事

949 ｻﾝﾖｳｼｽﾞｵｶｾﾂﾋﾞ 三洋静岡設備㈱ 静岡 422-8037 静岡市駿河区下島１２８－４ 054-237-4135 佐塚　重仁 建設工事

950 ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽ ㈱ウェザーニュース 千葉県 261-0023 千葉市美浜区中瀬1-3 043-274-5590 草開　千仁 物品製造等

951 ｼｽﾞｵｶﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ 静岡不動産鑑定㈱ 静岡 420-0831 静岡市葵区水落町１０－１ 054-209-5755 徳田　夏雄 測量・建設コンサル

952 ﾄﾋﾞｼﾏｹﾝｾﾂ 飛島建設㈱　静岡営業所 静岡 422-8067 静岡市駿河区南町６－１ 054-283-4837 松本　博幸 建設工事

953 ｻｶｴｾｯｹｲ ㈱栄設計 東京都 167-0043 杉並区上荻2-35-13 03-3396-8141 木村　達夫 測量・建設コンサル

954 ﾀｲﾍｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 太平ビルサービス㈱　静岡支店 静岡 420-0852 静岡市葵区紺屋町１１－１７ 054-251-6251 大窪　九巳夫 建設工事

955 ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ
㈱ウォーターエージェンシー　静岡広域管理
所 静岡 424-0888 静岡市清水区中之郷1-4-11 054-348-7882 松永　光史 建設工事

956 ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ
㈱ウォーターエージェンシー　静岡広域管理
所 静岡 424-0888 静岡市清水区中之郷1-4-11 054-348-7882 松永　光史 物品製造等

957 ﾁｭｳｵｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 中央コンサルタンツ㈱　静岡事務所 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町1-6 054-250-2540 湯浅　剛 測量・建設コンサル

958 ﾀｶﾁﾎｼｮｳｼﾞ 高千穂商事㈱ 東京都 105-0001 港区虎ノ門5-3-20-415 03-6450-1011 牧野正明 物品製造等

959 ｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｺｳｼｭｯﾊﾟﾝ ㈱現代けんこう出版 東京都 130-0026 墨田区両国1-12-8 03-3846-1088 砂田　昌彦 物品製造等
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都道府県
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960 ﾊｯｼｭｳ ㈱八洲　静岡営業所 静岡 421-2109 静岡市葵区福田ヶ谷４１２－１ 054-669-9213 高野　辰之 測量・建設コンサル

961 ｱｻｵｶｺｳｷﾞｮｳ ㈱浅岡工業 袋井 436-0056 掛川市中央2-11-13 0537-24-2611 杉山忠二 建設工事

962 ﾋｶﾘｿﾞｳｴﾝ ㈱ひかり造園 静岡 420-0389 静岡市葵区鷹匠３－１０－３ 054-253-6508 櫻井　孝夫 建設工事

963 ﾏﾂｲｿｸﾘｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈱松井測量設計事務所 島田 428-0104 島田市川根町家山1138-3 0547-53-2589 松井藤雄 測量・建設コンサル

964 ｶﾂﾏﾀ ㈱カツマタ 沼津 410-0022 沼津市大岡2133-2 055-924-8872 勝又　康充 物品製造等

965 ｷｮｳﾘﾂﾒﾝﾃﾅﾝｽ ㈱共立メンテナンス 浜松 435-0052 浜松市東区天王町623-2 080-4862-8650 浦田　三樹夫 物品製造等

966 ｾｲｶｺｳｷﾞｮｳ 清化工業㈱ 浜松 430-0923 浜松市中区北寺島町２１８－８ 053-456-1555 杉田　公則 建設工事

967 ｾｲｶｺｳｷﾞｮｳ 清化工業㈱ 浜松 430-0923 浜松市中区北寺島町２１８－８ 053-456-1555 杉田　公則 物品製造等

968 ﾘｸｼﾙｽｽﾞｷｼｬｯﾀｰﾅｺﾞﾔｼﾃﾝ ㈱ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター名古屋支店 愛知県 451-0046 名古屋市西区牛島町5-13 052-571-3311 小竹智行 建設工事

969 ﾌｯｹﾝﾁｮｳｻｾｯｹｲ 復建調査設計㈱　東京支社 東京都 101-0032 千代田区岩本町３－８－１５ 03-5835-2631 石田　友英 物品製造等

970 ﾌｯｹﾝﾁｮｳｻｾｯｹｲ 復建調査設計㈱　東京支社 東京都 101-0032 千代田区岩本町３－８－１５ 03-5835-2631 石田　友英 測量・建設コンサル

971 ｴｽﾋﾞｰｴｽｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ ㈱ＳＢＳ情報システム 静岡 422-8033 静岡市駿河区登呂３－１－１ 054-283-1300 渡邉　治彦 物品製造等

972 ｵｰｴｰｼﾞｰ ＯＡＧ税理士法人 東京都 102-0076 千代田区五番町６番地２ 03-3237-7500 鶴井　秀雄 物品製造等

973 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ ㈱ピーエス三菱　静岡営業所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町１－５ 054-273-9577 川瀬　智義 建設工事

974 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 東光電気工事㈱　静岡営業所 静岡 422-8042 静岡市駿河区石田１－１－４６ 054-288-3240 松川　典夫 建設工事

975 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ フジ地中情報㈱　静岡営業所 静岡 422-8043 静岡市駿河区中田本町56-32 054-202-8900 吉田　広幸 測量・建設コンサル

976 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ フジ地中情報㈱　静岡営業所 静岡 422-8043 静岡市駿河区中田本町56-32 054-202-8900 吉田　広幸 物品製造等

977 ﾆｯﾎﾟﾝｵｰﾁｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 日本オーチス・エレベーター㈱　静岡支店 静岡 420-0034 静岡市常磐町２－１３－１ 054-254-9501 鹿志村　芳明 物品製造等

978 ﾆｯﾎﾟﾝｵｰﾁｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 日本オーチス・エレベーター㈱　静岡支店 静岡 420-0034 静岡市常磐町２－１３－１ 054-254-9501 鹿志村　芳明 建設工事

979 ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ ㈱両備システムズ 岡山県 700-8504 岡山市南区豊成２－７－１６ 086-264-0113 松田　久 物品製造等

980 ｱｲﾋﾞｰｼﾞｪｲｴﾙﾄｳｼﾊﾞﾘｰｽ ＩＢＪＬ東芝リース㈱ 東京都 105-0001 港区虎ノ門１－２－６ 03-5253-6760 吉田　亨 物品製造等

981 ｽﾘｰﾗｲｸ ㈱スリーライク東海支店 静岡 422-8055 静岡市駿河区寿町１６－２９ 054-269-5112 杉山　一也 物品製造等

982
ﾁｭｳｵｳｾｯｹｲｸｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮｼｽﾞｵｶｼﾞ
ﾑｼｮ 中央設計技術研究所静岡事務所 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町2-20 054-275-1024 小高慎太郎 測量・建設コンサル

983
ﾁｭｳｵｳｾｯｹｲｸｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮｼｽﾞｵｶｼﾞ
ﾑｼｮ 中央設計技術研究所静岡事務所 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町2-20 054-275-1024 小高慎太郎 物品製造等

984 ｷｳﾁｹﾝｾﾂ 木内建設㈱　藤枝営業所 島田 426-0022 藤枝市稲川８５２ 054-641-3392 前田　紘平 建設工事

985 ﾔﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 矢田工業㈱　静岡営業所 静岡 420-0067 静岡市葵区幸町１４－４ 054-205-8200 杉本　茂 建設工事

986 ｻﾝｺｳｸｳﾁｮｳ ㈱三晃空調　名古屋支店 愛知県 450-0003
名古屋市中村区名駅南２－１４－１
９ 052-581-8571 尾崎　明人 建設工事

987 ｻｲｻﾝ ㈱サイサン　焼津営業所 島田 421-0212 焼津市利右衛門２７２６－３６６ 054-622-3130 杉田　一之 物品製造等

988 ｼﾞｭｳｶﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 重環オペレーション㈱ 神奈川県 220-0012 横浜市西区みなとみらい４－４－２ 045-227-1253 佐藤　正嗣 物品製造等

989 ﾄｳｶｲﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ ㈱東海ビルメンテナス　静岡支店 静岡 420-0065 静岡市葵区新通１－１０－５ 054-272-7231 安室　優 物品製造等

990 ﾃﾞｭﾌﾟﾛﾊﾝﾊﾞｲ デュプロ販売㈱　静岡営業所 静岡 422-8058 静岡市駿河区中原８８６ 054-282-1336 城山　和彦 物品製造等

991 ﾅｶﾆﾎﾝｻﾝｷﾞｮｳ 中日本産業㈱ 岐阜県 500-8384 岐阜市藪田南5-13-4 058-274-7789 加藤　称一 建設工事

992 ﾅｶﾆﾎﾝｻﾝｷﾞｮｳ 中日本産業㈱ 岐阜県 500-8384 岐阜市藪田南5-13-4 058-274-7789 加藤　称一 物品製造等

993 ｵｰﾊﾞ ㈱オーバ 島田 427-0107 島田市船木２６６７－５ 0547-38-4000 大庭　七美 物品製造等

994 ﾆｯｼｮｳ 日将㈱ 静岡 420-0812 静岡市葵区古庄5-11-61 054-261-4588 内藤　猛 建設工事

995 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝｼｽﾞｵｶｼｼｬ 日興通信㈱静岡支社 静岡 420-0034 静岡市葵区常磐町2-13-1 054-255-7071 森　幸隆 建設工事

996 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝｼｽﾞｵｶｼｼｬ 日興通信㈱静岡支社 静岡 420-0034 静岡市葵区常磐町2-13-1 054-255-7071 森　幸隆 物品製造等

997 ｼｾﾞﾝｶﾝｷｮｳﾘｻｰﾁ ㈱自然環境リサーチ 島田 427-0011 島田市東町1956-15 0547-39-7377 齋藤　猛 物品製造等

998 ｼｽﾞｷﾞﾝﾘｰｽ 静銀リース㈱ 静岡 420-0031 静岡市葵区呉服町1-1-2 054-255-7788 吉澤一秀 物品製造等

999 ﾋﾀﾞ ヒダ㈱ 静岡市 420-0821 葵区柚木570 054-265-2226 肥田　渉 物品製造等

1000 ｻﾝｾｲｺｳｼﾞｻｰﾋﾞｽ 三精工事サービス㈱　名古屋支店 愛知県 453-0837 名古屋市中村区ニ瀬町161 052-419-5050 梶原　智 建設工事

1001 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 錢高組㈱静岡営業所 静岡 420-0839
静岡市葵区鷹匠3-18-5パークサイ
ド鷹匠内 054-245-8333 武田大志 建設工事

1002 ﾌｸｼ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ ㈱フクシ・エンタープライズ 東京都 136-0072 江東区大島1-9-8 03-3681-0294 福士　昌 物品製造等

1003 ｻﾝｾｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱三精エンジニアリング　東京支店 東京都 114-0012 北区田端新町1-27-7-104 03-3895-0037 忠岡　功祐 建設工事

1004 ﾁﾖﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 千代田工業㈱ 愛知県 496-0004 津島市蛭間町323 0567-24-6651 服部　秀雄 建設工事

1005 ﾆﾎﾝｴﾙﾀﾞﾙﾄ 日本エルダルト㈱ 静岡 420-0068 静岡市葵区田町5-61 054-254-4571 浅川　実 測量・建設コンサル

1006 ﾆﾎﾝｴﾙﾀﾞﾙﾄ 日本エルダルト㈱ 静岡 420-0068 静岡市葵区田町5-61 054-254-4571 浅川　実 建設工事

1007 ｼｮｳﾜ 昭和㈱　静岡支社 静岡市 420-0852 葵区紺屋町4-8 054-652-4393 望月　洋之介 測量・建設コンサル

1008 ｼｮｳﾜ 昭和㈱　静岡支社 静岡市 420-0852 葵区紺屋町4-8 054-652-4393 望月　洋之介 物品製造等

1009 ｷｮｸﾄｳｶｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ 極東開発工業㈱ 兵庫県 663-8545 西宮市甲子園口6-1-45 0798-66-1010 髙橋　和也 物品製造等

1010 ｷｮｸﾄｳｶｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ 極東開発工業㈱ 兵庫県 663-8545 西宮市甲子園口6-1-45 0798-66-1010 髙橋　和也 建設工事

1011 ｶﾜｲｶﾞｯｷｾｲｻｸｼｮ ㈱河合楽器製作所　静岡支店 浜松 430-0926 浜松市中区砂山町355-4 053-455-0638 朝倉　竜哉 物品製造等

1012 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｴﾝｷﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱　中
部支店 愛知県 451-0045 名古屋市西区名駅2-22-9 052-541-2801 神野　定治 物品製造等

1013 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｴﾝｷﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱　中
部支店 愛知県 451-0045 名古屋市西区名駅2-22-9 052-541-2801 神野　定治 建設工事

1014 ﾃﾞﾝｷﾄﾞｳ ㈱電器堂 浜松 432-8005 浜松市南区卸本町2000-16 053-441-6111 加茂　晴康 物品製造等

1015 ﾃﾞﾝｷﾄﾞｳ ㈱電器堂 浜松 432-8005 浜松市南区卸本町2000-16 053-441-6111 加茂　晴康 建設工事

1016 ﾄﾀﾞｯｸｽ ㈱トダックス 袋井 436-0112 掛川市細谷427 0537-26-2161 井口　真一 建設工事

1017 ﾀｲｺｳｷﾝｿﾞｸ 大興金属㈱ 浜松 435-0052 浜松市東区天王町2025 053-462-1301 山本　慶輝 物品製造等

1018 ﾋｯﾂｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ Ｈｉｔｚ環境サービス㈱ 神奈川県 210-0015 川崎市川崎区南町1-1 044-200-0022 河口　一也 建設工事

1019 ｶｿｳｹﾝ （法）火葬研 東京都 101-0054 千代田区神田錦町2-5-9 03-3518-2821 武田　至 物品製造等
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1020 ﾄｳｷｮｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 東京コンピューターサービス㈱　静岡営業部 沼津 410-0801 沼津市大手町3-8-23 055-962-8861 樋口　茂 物品製造等

1021 ﾆｯﾄｸｹﾝｾﾂ 日特建設㈱　静岡営業所 静岡 422-8032 静岡市駿河区有東1-16-7 054-202-2090 林田　隆秀 建設工事

1022 ﾓﾘｼﾀｺｳﾑﾃﾝ ㈱森下工務店 島田 426-0046 藤枝市高洲1-6 054-636-1271 森下　敏 建設工事

1023 ﾓﾘﾀﾃｯｺｳｼｮ ㈱森田鉄工所　名古屋営業支店 愛知県 466-0854 名古屋市昭和区広路通1-12 052-856-0423 乾　宏誠 建設工事

1024 ﾀﾅｶｷｶｲｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱田中機械工業所 富士 416-0946 富士市五貫島793 0545-61-1985 田中　實 建設工事

1025 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｪﾈｯﾂ ヴェオリア・ジェネッツ㈱　中部支店 愛知県 461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 052-930-5513 在原　祐機 物品製造等

1026 ｱﾏｶﾞﾀｻﾝｷﾞｮｳ 天方産業㈱ 浜松 432-8531 浜松市中区神田町1366 053-441-2207 天方　啓二 建設工事

1027 ｸﾞﾛｰﾘｰ グローリー㈱　静岡営業所 静岡 422-8058 静岡市駿河区中原618 054-281-7816 神谷　孝洋 物品製造等

1028 ﾄｰｴｲ トーエイ㈱ 愛知県 470-2105 知多郡東浦町大字藤江28-1 0562-83-3880 今津　真治 物品製造等

1029 ﾎｳｴｲｼｮｳｺｳ 邦英商興㈱ 愛知県 462-0844 名古屋市北区清水3-16-11 052-914-2641 裏川　直也 建設工事

1030 ﾎｳｴｲｼｮｳｺｳ 邦英商興㈱ 愛知県 462-0844 名古屋市北区清水3-16-11 052-914-2641 裏川　直也 物品製造等

1031 ｻﾞ･ﾄｰｶｲ ㈱ザ・トーカイ 静岡 420-0034 静岡市葵区常磐町2-6-8 054-254-8181 小栗　勝男 物品製造等

1032 ｻﾝﾎﾟｳ ㈱三豊 愛知県 441-3121 豊橋市西山町西山328 0532-21-2573 中嶋　孝彰 物品製造等

1033 ｶﾂﾏﾀｻｸｾﾝ 勝又鑿泉㈱ 沼津 410-0819 沼津市黒瀬町76 055-931-6165 中瀬　健三 建設工事

1034 ｶﾂﾏﾀｻｸｾﾝ 勝又鑿泉㈱ 沼津 410-0819 沼津市黒瀬町76 055-931-6165 中瀬　健三 測量・建設コンサル

1035 ｶｲﾊﾂﾄﾗﾉﾓﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｼｽﾞｵｶｼﾞﾑｼｮ 開発虎ノ門コンサルタント㈱静岡事務所 静岡 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町11-1 054-221-0371 大年和仁 測量・建設コンサル

1036 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業㈱　静岡支店 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町4-10 054-251-7977 加賀　徳彦 測量・建設コンサル

1037 ｴｰ・ｱﾝﾄ・ﾞｴｰｿｳｺﾞｳｾｯｹｲ ㈱エー・アンド・エー総合設計 静岡 422-8055 静岡市駿河区寿町12-35 054-285-2211 加藤　厚 測量・建設コンサル

1038 ﾒﾝﾃｯｸｶﾝｻﾞｲ ㈱メンテックカンザイ 静岡 422-8067
静岡市駿河区南町18-1　サウス
ポット静岡 054-280-2677 大瀧　浩右 物品製造等

1039 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ ㈱環境技術センター　静岡営業所 静岡 421-0121 静岡市駿河区広野2-8-23 054-257-8322 齋藤　和彦 測量・建設コンサル

1040 ｶﾜｻｷｷﾞｹﾝ ㈱川崎技研 福岡県 815-0035 福岡市南区向野1-22-11 092-551-2121 木川　信雄 建設工事

1041 ﾀﾅｶ ㈱タナカ　東京支社 東京都 101-0042 千代田区神田東松下町17 03-3255-1740 井上　柾弘 物品製造等

1042 ｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ ㈱建設コンサルタントセンター　島田営業所 島田 427-0107 島田市舟木2398-2 0547-39-3260 山本　茂樹 物品製造等

1043 ｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ ㈱建設コンサルタントセンター　島田営業所 島田 427-0107 島田市舟木2398-2 0547-39-3260 山本　茂樹 測量・建設コンサル

1044 ﾆﾎﾝｾｯｹｲ 日本設計㈱ 神奈川県 231-0028 横浜市中区翁町1-4-5 045-662-4591 長瀧　信男 測量・建設コンサル

1045 ｵﾘｴﾝﾄｺｳｷﾞｮｳ オリエント工業㈲ 沼津 410-0871 沼津市西間門１７２－１ 055-963-0538 久保田　亮輔 建設工事

1046 ｵﾘｴﾝﾄｺｳｷﾞｮｳ オリエント工業㈲ 沼津 410-0871 沼津市西間門１７２－１ 055-963-0538 久保田　亮輔 測量・建設コンサル

1047 ｵﾘｴﾝﾄｺｳｷﾞｮｳ オリエント工業㈲ 沼津 410-0871 沼津市西間門１７２－１ 055-963-0538 久保田　亮輔 物品製造等

1048 ｻｲﾈｯｸｽ ㈱サイネックス 大阪府 542-0066 中央区瓦屋町3-6-13 06-6766-3341 村田　吉優 物品製造等

1049 ﾌｼﾞﾃｺﾑ ﾌｼﾞﾃｺﾑ㈱ 東京都 101-0025 千代田区神田佐久間町2-20 03-3862-3196 山本　裕司 物品製造等

1050 ﾄｳｷｭｹﾝｾﾂ 東急建設㈱　静岡営業所 静岡 420-0857 静岡市葵区御幸町6 054-254-8511 大橋　泰久 建設工事

1051 ｷﾝﾊﾟﾗ キンパラ㈱　静岡営業所 静岡 420-0011 静岡市葵区安西５－９－１ 054-252-6415 下村　和巳 物品製造等

1052 ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑﾅｺﾞﾔｼﾃﾝ ヤンマーエネルギーシステム㈱名古屋支店 愛知県 461-0006 名古屋市東区東桜2-13-30 052-979-5210 新見　雅徳 建設工事

1053 ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑﾅｺﾞﾔｼﾃﾝ ヤンマーエネルギーシステム㈱名古屋支店 愛知県 461-0006 名古屋市東区東桜2-13-30 052-979-5210 新見　雅徳 物品製造等

1054 ﾜｲｽﾞﾏﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ㈱ワイズマンコンサルティング　名古屋支店 愛知県 450-6321 名古屋市中村区名駅1-1-1 052-856-9672 松浦　千尋 物品製造等

1055 ﾄｳｶｲｼｮｳﾎﾞｳｷｻﾞｲｼｮｳｶｲ ㈱東海消防機材商会　静岡営業所 静岡 422-8046 静岡市駿河区中島１３２７－１ 054-280-6799 溝口和弘 物品製造等

1056 ｺﾞﾘﾝ ㈱五輪 富山県 930-0857 富山市奥田新町12-3 076-442-0133 宮本幸司郎 物品製造等

1057 ｺｳﾄﾞｴｲｿﾞｳｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ （一財）高度映像情報センター 東京都 100-0013 千代田区霞が関３－２－１ 03-3239-1121 久保田　了司 測量・建設コンサル

1058 ｾｲﾄｰ セイトー㈱ 静岡 421-0117 静岡市駿河区下川原南２－２４ 054-258-5548 遠藤　稔彦 建設工事

1059 ｳﾁﾀﾞｻｸｾﾝ 内田鑿泉㈱ 浜松 431-0102 浜松市西区雄踏町宇布見5009-1 053-592-1138 内田米房 測量・建設コンサル

1060 ﾐﾂｲｲｰｱﾝﾄﾞｴｽｶﾝｷｮｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 三井E&S環境エンジニアリング㈱ 千葉県 261-7130 千葉市美浜区中瀬2-6-1 043-351-9163 崎山　芳行 建設工事

1061 ｳﾁﾀﾞｻｸｾﾝ 内田鑿泉㈱ 浜松 431-0102 浜松市西区雄踏町宇布見5009-1 053-592-1138 内田米房 建設工事

1062 ﾊﾏﾅｺｺｸｻｲｽﾞﾉｳｾﾝﾀｰ ㈱浜名湖国際頭脳センター 浜松 432-8003 浜松市中区和地山3-1-7 053-416-4000 森永　春二 測量・建設コンサル

1063 ﾊﾏﾅｺｺｸｻｲｽﾞﾉｳｾﾝﾀｰ ㈱浜名湖国際頭脳センター 浜松 432-8003 浜松市中区和地山3-1-7 053-416-4000 森永　春二 物品製造等

1064 ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾊﾟｰﾂ ジャパンエレベーターパーツ㈱ 埼玉県 351-0115 和光市新倉5-6-50 048-486-9200 山澤　淳 建設工事

1065
ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄﾁｭｳﾌﾞｶﾝﾊﾟﾆｰｹﾝｷｴｲ
ｷﾞｮｳﾌﾞｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ

コマツカスタマーサポート㈱中部カンパニー
建機営業部静岡支店 島田 427-0104 島田市井口1211 050-3486-7080 大塚　公等 物品製造等

1066 ﾗｲｽﾞ ㈱ライズ　静岡営業所 静岡 422-8034 静岡市駿河区高松1-5-40 054-204-0585 田島　剛 物品製造等

1067 ｶﾝｷｮｳｹｲﾘｮｳｾﾝﾀｰ ㈱環境計量センター 静岡 421-0113 静岡市駿河区下川原1-15-15 054-268-6763 関川　正勝 物品製造等

1068 ｶﾝｷｮｳｹｲﾘｮｳｾﾝﾀｰ ㈱環境計量センター 静岡 421-0113 静岡市駿河区下川原1-15-15 054-268-6763 関川　正勝 測量・建設コンサル

1069 ﾔﾏﾄﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ ㈱大和電機製作所 静岡 424-0065 静岡市清水区長崎１７２－２ 054-345-0940 荒井　進 建設工事

1070 ﾊｽｲｹｾｯｹｲ ㈱蓮池設計 浜松 430-0906 浜松市中区住吉５－２２－２０ 053-471-3138 蓮池　康彦 測量・建設コンサル

1071 ﾄｳｶｲｹﾞｽｲﾄﾞｳｾｲﾋﾞ 東海下水道整備㈱ 浜松 430-0814 浜松市南区恩地町559-19 053-426-0111 竹原功 建設工事

1072 ﾄｳｶｲｹﾞｽｲﾄﾞｳｾｲﾋﾞ 東海下水道整備㈱ 浜松 430-0814 浜松市南区恩地町559-19 053-426-0111 竹原功 測量・建設コンサル

1073 ｼｼﾊﾞｳﾗｾﾑﾃｯｸ 芝浦セムテック㈱ 沼津 410-8510 沼津市大岡２０６８－３ 055-924-3450 河野　隆俊 測量・建設コンサル

1074 ｼｼﾊﾞｳﾗｾﾑﾃｯｸ 芝浦セムテック㈱ 沼津 410-8510 沼津市大岡２０６８－３ 055-924-3450 河野　隆俊 物品製造等

1075 ｼﾝﾆﾎﾝｺｳｷﾞｮｳ 新日本工業㈱ 愛知県 460-0002 名古屋市昭和区吹上町２－１－５ 052-741-6415 富田　健二 建設工事

1076 ｸﾞﾛｰｼﾞｵ ㈱グロージオ 島田 427-0053 島田市御仮屋町８８６３－１ 0547-36-2000 栗田　良久 建設工事

1077 ｴｽｹｲｼｽﾃﾑ ㈱ＳＫシステム 静岡 422-8046 静岡市駿河区寿町１２－３０ 054-281-8581 小川　和男 物品製造等

1078 ｽｽﾞﾖｷﾞｹﾝ 鈴与技研㈱ 静岡 422-8055 静岡市駿河区寿町１２－３５ 054-281-3311 杉山　和幸 物品製造等

1079 ｽｽﾞﾖｷﾞｹﾝ 鈴与技研㈱ 静岡 422-8055 静岡市駿河区寿町１２－３５ 054-281-3311 杉山　和幸 建設工事
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1080 ｱｼﾞｱｺｳｿｸｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ アジア航測㈱静岡支店 静岡 422-8041 静岡市駿河区中田2-1-6 054-286-3420 竹内隆 測量・建設コンサル

1081 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ ㈱ナカノアイシステム　名古屋営業所 愛知県 458-0822 名古屋市緑区大将ヶ根２－１０４３ 052-626-1280 中島　航 物品製造等

1082 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ ㈱ナカノアイシステム　名古屋営業所 愛知県 458-0822 名古屋市緑区大将ヶ根２－１０４３ 052-626-1280 中島　航 測量・建設コンサル

1083 ｱｼﾞｱｺｳｿｸｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ アジア航測㈱静岡支店 静岡 422-8041 静岡市駿河区中田2-1-6 054-286-3420 竹内隆 物品製造等

1084 ﾄｰｶｲｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 静岡 420-0034 静岡市葵区常磐町２－６－８ 054-273-4834 福田　安広 物品製造等

1085 ﾔｶﾞﾐｾｲｻｸｼｮ ㈱八神製作所　静岡営業所 静岡 422-8004 静岡市駿河区国吉田1-10-20 054-655-1411 西　浩明 物品製造等

1086 ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ ㈱データホライゾン 広島県 733-0834 広島市西区草津新町1-21-35 082-279-5550 内海　良夫 物品製造等

1087 ﾆｯｻｸｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ ㈱日さく静岡支店 静岡 422-8037 静岡市駿河区下島353-1 048-644-3911 梶原　浩二郎 測量・建設コンサル

1088 ｶﾜﾗｻｷｼｮｳｼﾞｷｸｶﾞﾜ ㈱河原崎商事菊川 袋井 439-0022 菊川市東横地７００－１ 0537-35-4311 河原崎　力 物品製造等

1089 ﾋﾗﾔﾅｷﾞｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 平柳建築設計事務所 富士 417-0052 富士市中央町3-2-22 0545-51-2470 平柳雅人 測量・建設コンサル

1090 ﾋﾟｱﾄｳｶｲ ㈱ピア東海 静岡 420-0871 静岡市葵区昭府1-15-8 054-271-4645 末長　輝夫 建設工事

1091 ｴｽﾋﾟｰｴｽ ㈱エスピーエスたくみ 静岡 422-8036 静岡市駿河区敷地１－９－１０ 054-238-2188 藤原　操 物品製造等

1092 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ ㈱トヨタレンタリース浜松 浜松 432-8045 浜松市中区西浅田２－６－４３ 053-444-3911 寺井　昭敏 物品製造等

1093 ﾖｼﾀﾞｶﾝｺｳ 吉田観光㈱ 吉田町 421-0304 吉田町神戸７９０－５ 0548-33-0001 佐藤　克美 物品製造等

1094 ﾕｰﾛﾌｨﾝﾆﾎﾝｿｳｹﾝ ユーロフィン日本総研㈱ 浜松 430-0837 浜松市南区西島町１６２２ 053-425-7531 松本　政哲 物品製造等

1095 ﾊﾞﾝｱｰｷﾒﾃﾞｨｱｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ ＶＡＮ・アーキメディア一級建築事務所 島田 426-0033 藤枝市小石川町１－９－６ 054-645-0817 小塩　康史 測量・建設コンサル

1096 ﾕｰﾛﾌｨﾝﾆﾎﾝｿｳｹﾝ ユーロフィン日本総研㈱ 浜松 430-0837 浜松市南区西島町１６２２ 053-425-7531 松本　政哲 測量・建設コンサル

1097 ｲｼﾊﾗｻｸｾﾝ 石原鑿泉㈱ 富士 417-0841 富士市富士岡５１９－３ 0545-34-0447 石原　徹一 建設工事

1098 ｼﾞﾝｼｮｳｶｲ (有)神商会 静岡 424-0851 静岡市清水区堂林2-1-35 054-351-1898
神宮寺一三
男 物品製造等

1099 ﾌｸﾀﾞﾃﾞﾝｼｶﾅｶﾞﾜﾊﾝﾊﾞｲ フクダ電子神奈川販売㈱　静岡営業所 静岡 422-8046 静岡市駿河区中島３４７ 054-283-6211 塩津　直人 物品製造等

1100 ｴﾇ･ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾅｺﾞﾔｼﾃﾝ ㈱エヌ・イーサポート名古屋支店 愛知県 453-0819 名古屋市中村区城主町2-26-2 052-485-9351 森本　敦士 測量・建設コンサル

1101 ﾀﾅｶｽﾎﾟｰﾂｾﾂﾋﾞ ㈱田中スポーツ設備 島田 426-0088 藤枝市堀之内１－１４－３ 054-641-2268 田中　暁 建設工事

1102 ﾀﾅｶｽﾎﾟｰﾂｾﾂﾋﾞ ㈱田中スポーツ設備 島田 426-0088 藤枝市堀之内１－１４－３ 054-641-2268 田中　暁 物品製造等

1103 ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀﾄｳｶｲ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ東海 愛知県 420-0003 名古屋市中区錦２－１７－２１ 050-5556-6320 前田　栄次 物品製造等

1104 ﾃﾞｺﾗﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ デコラテックジャパン㈱ 浜松 432-8006 浜松市西区大久保町１２８１ 053-485-4555 平野　裕明 建設工事

1105 ﾃﾞｺﾗﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ デコラテックジャパン㈱ 浜松 432-8006 浜松市西区大久保町１２８１ 053-485-4555 平野　裕明 物品製造等

1106 ﾆｯｻｸｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ ㈱日さく静岡支店 静岡 422-8037 静岡市駿河区下島353-1 048-644-3911 梶原　浩二郎 建設工事

1107 ｶﾅﾏﾙｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈱金丸建築設計事務所 静岡 421-0103 静岡市駿河区丸子1-3-4 054-256-6700 金丸智昭 測量・建設コンサル

1108 ﾐﾔｻﾞﾜﾃﾞﾝﾁｻﾝｷﾞｮｳ 宮澤電池産業㈱ 静岡 420-0804 静岡市葵区竜南1-10-28 054-247-1211 宮澤学 物品製造等

1109 ﾐﾔｻﾞﾜﾃﾞﾝﾁｻﾝｷﾞｮｳ 宮澤電池産業㈱ 静岡 420-0804 静岡市葵区竜南1-10-28 054-247-1211 宮澤学 建設工事

1110 ﾐﾔｼﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾅｺﾞﾔｴｲｷﾞｮｳｼｮ 宮地エンジニアリング㈱名古屋営業所 愛知県 460-0003 名古屋市中区錦1-20-19 052-219-0690 平良　幸司 建設工事

1111 ｻﾝﾜｰﾙﾄﾞ ㈱サンワールド　静岡支店 静岡 421-0121 静岡市駿河区広野2-10-17 054-256-6332 藤田　俊一 物品製造等

1112 ﾀﾞｲﾎｳﾃﾞﾝｷ 大豊電気㈱ 袋井 437-0032 袋井市豊沢1879-1 0538-42-6814 太田　豊久 建設工事

1113 ｷﾞｹﾝ 岐建㈱　静岡営業所 静岡 420-0047 静岡市葵区清閑町１４－１４ 054-254-2535 原科　光治 建設工事

1114 ﾌﾀﾊﾞｺｰｹﾝ ㈱フタバコーケン 静岡 424-0943 静岡市清水区港町１－６－４ 054-352-1116 中村　鋭雄 建設工事

1115 ﾆﾎﾝｺｳｴｲｼｽﾞｵｶｼﾞﾑｼｮ 日本工営㈱静岡事務所 静岡 420-0817 静岡市葵区東静岡1-1-39 054-655-7444 中田勝仁 物品製造等

1116 ﾎｼｻﾞｷｼｮｳﾅﾝ ホシザキ湘南㈱　島田藤枝営業所 島田 427-0006 島田市阿知ヶ谷１５４－１ 054-733-0300 渡邊　敦 建設工事

1117 ﾎｼｻﾞｷｼｮｳﾅﾝ ホシザキ湘南㈱　島田藤枝営業所 島田 427-0006 島田市阿知ヶ谷１５４－１ 054-733-0300 渡邊　敦 物品製造等

1118 ｼﾞｮｳﾁ ㈱上智 富山県 939-1351 砺波市千代１７６－１ 0763-33-2085 金木　春男 物品製造等

1119 ｼﾞｮｳﾁ ㈱上智 富山県 939-1351 砺波市千代１７６－１ 0763-33-2085 金木　春男 測量・建設コンサル

1120 ﾌｸｼﾏｾｲｻｸｼｮ ㈱福島製作所　東京営業所 東京都 143-0016 大田区大森北１－５－１ 03-5767-6540 吉田　幸弘 建設工事

1121 ﾌｸｼﾏｾｲｻｸｼｮ ㈱福島製作所　東京営業所 東京都 143-0016 大田区大森北１－５－１ 03-5767-6540 吉田　幸弘 物品製造等

1122 ﾍﾞﾙｷｬﾘｴｰﾙｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ ㈱ベルキャリエール静岡支店 静岡 420-0859
静岡市葵区栄町1-3鈴与静岡ビル5
Ｆ 054-653-4806 竹内　誠 物品製造等

1123 ﾒｲﾃﾂｲｰｱｲｴﾝｼﾞﾆｱ 名鉄ＥＩエンジニア㈱静岡支店 静岡 422-8035 静岡市駿河区宮竹1-12-15 054-237-6055 大岩　政志 建設工事

1124 ﾆﾎﾝｺｳｴｲｼｽﾞｵｶｼﾞﾑｼｮ 日本工営㈱静岡事務所 静岡 420-0817 静岡市葵区東静岡1-1-39 054-655-7444 中田勝仁 測量・建設コンサル

1125 ﾅｶﾆﾎﾝﾊｲｳｪｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾄｳｷｮｳ 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱ 東京都 160-0023 新宿区西新宿１－２３－７ 03-5339-1711 猪熊　康夫 物品製造等

1126 ﾅｶﾆﾎﾝﾊｲｳｪｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾄｳｷｮｳ 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱ 東京都 160-0023 新宿区西新宿１－２３－７ 03-5339-1711 猪熊　康夫 測量・建設コンサル

1127 ﾐﾂｲｷｮｳﾄﾞｳｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 三井共同建設コンサルタント㈱　静岡営業所 静岡 422-8042 静岡市駿河区石田１－２０－６ 054-289-3170 伊藤　克彦 物品製造等

1128 ﾐﾂｲｷｮｳﾄﾞｳｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 三井共同建設コンサルタント㈱　静岡営業所 静岡 422-8042 静岡市駿河区石田１－２０－６ 054-289-3170 伊藤　克彦 測量・建設コンサル

1129 ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東芝インフラシステムズ㈱　静岡支店 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町３－１１ 054-273-4515 中司　規夫 物品製造等

1130 ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東芝インフラシステムズ㈱　静岡支店 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町３－１１ 054-273-4515 中司　規夫 建設工事

1131 ｽﾐｺｳｷﾞｮｳ 寿美工業㈱ 愛知県 461-0025 名古屋市東区徳川一丁目15番30号 052-931-3431 山田　真 建設工事

1132 ｽﾐｺｳｷﾞｮｳ 寿美工業㈱ 愛知県 461-0025 名古屋市東区徳川一丁目15番30号 052-931-3431 山田　真 物品製造等

1133 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ セントラルコンサルタント㈱　静岡営業所 静岡 420-0857 静岡市葵区御幸町６－３ 054-205-0855 山中　慎司 測量・建設コンサル

1134 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ ナブコシステム㈱　静岡支店 静岡 420-0935 静岡市葵区池ヶ谷４－８ 054-246-1576 譲原　仁 物品製造等

1135 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ ナブコシステム㈱　静岡支店 静岡 420-0935 静岡市葵区池ヶ谷４－８ 054-246-1576 譲原　仁 建設工事

1136 ﾆﾎﾝｷｿｷﾞｼﾞｭﾂ 日本基礎技術㈱　静岡営業所 静岡 420-0871 静岡市葵区昭和1-8-35 054-275-2311 松村　茂樹 建設工事

1137 ﾆﾎﾝｷｿｷﾞｼﾞｭﾂ 日本基礎技術㈱　静岡営業所 静岡 420-0871 静岡市葵区昭和1-8-35 054-275-2311 松村　茂樹 測量・建設コンサル

1138 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ ㈱環境技術研究所　東京支店 東京都 101-0031 千代田区東神田２－１０－１６ 03-5821-6912 坂根　哲史 測量・建設コンサル

1139 ﾁｭｳﾌﾞ ㈱中部 愛知県 441-8588 豊橋市神野新田町28 0532-31-3111 榑林　孝尚 建設工事
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1140 ﾊﾏﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 浜田工業㈱ 神奈川県 226-0026 横浜市緑区長津田町4805 045-921-6500 濱田　芳郎 物品製造等

1141 ﾅｶﾉｺｳﾎﾞｳ ㈱ナカノ工房 静岡 420-0882 静岡市葵区安東２－２３－２３ 054-245-0777 近藤　健太 測量・建設コンサル

1142 ﾄｳｶｲｷｻﾞｲ 東海機材㈱ 浜松 430-0902 浜松市中区曳馬町２８９０ 053-463-1215 永田　博康 物品製造等

1143 ｽｲﾄﾞｳﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ 水道テクニカルサービス㈱ 神奈川県 241-0821 横浜市旭区二俣川１－４５－45 045-360-9220 大島　健司 物品製造等

1144 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ ＮＴＴファイナンス㈱　静岡支店 静岡 420-0857 静岡市葵区御幸町５－９ 054-255-7500 難波　実 物品製造等

1145 ﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ ㈱リサーチアンドソリューション　東京本社 東京都 151-0071 渋谷区本町４－１２－７ 03-6311-8356 美濃部　直樹 物品製造等

1146 ｽﾊﾞｼﾘｿｳｺﾞｳｷｶｸ ㈱須走総合企画 富士 419-0201 富士市厚原２０２－２ 0545-73-1111 鈴木　和子 物品製造等

1147 ｽﾊﾞｼﾘｿｳｺﾞｳｷｶｸ ㈱須走総合企画 富士 419-0201 富士市厚原２０２－２ 0545-73-1111 鈴木　和子 測量・建設コンサル

1148 ｽﾊﾞｼﾘｿｳｺﾞｳｷｶｸ ㈱須走総合企画 富士 419-0201 富士市厚原２０２－２ 0545-73-1111 鈴木　和子 建設工事

1149 ｼｽﾞｵｶｱｲﾎｰﾁｮｳﾘｷ 静岡アイホ―調理機㈱ 静岡 422-8046 静岡市駿河区中島381-1 054-285-5900 榊原克宣 物品製造等

1150 ｷｮｳﾜﾃﾞﾝｺｳ 協和電工㈱ 静岡 424-0826 静岡市清水区万世町1-6-21 054-353-5391 上原　仁 建設工事

1151 ﾄｼｾｲﾋﾞ ㈱都市整備 愛知県 451-0051 名古屋市西区則武町4-4-6 052-551-6466 長谷　恵俊 建設工事

1152 ｵｶﾀﾞｼﾝｲﾁｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ ㈱岡田新一設計事務所 東京都 112-0003 東京都文京区春日1-10-1 03-5689-8711 津嶋功 測量・建設コンサル

1153 ｾｲﾌﾞｹﾝｾﾂｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 西武建設㈱静岡営業所 沼津 411-0805 三島市北沢97 055-984-1560 諌山　孝之 建設工事

1154 ｶﾝｻｲﾃﾞﾝﾘｮｸ 関西電力㈱ 大阪府 530-8270 大阪市北区中之島3-6-16 06-7501-0214 岩根　茂樹 物品製造等

1155 ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ ＮＥＣネッツエスアイ㈱静岡支店 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町3 03-6699-7000 濱島　博志 建設工事

1156 ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ ＮＥＣネッツエスアイ㈱静岡支店 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町3 03-6699-7000 濱島　博志 物品製造等

1157 ｷｬﾝｻｰｽｷｬﾝ ㈱キャンサースキャン 東京都 141-0031 品川区西五反田2-8-1 03-6420-3390 福吉　潤 物品製造等

1158 ﾊﾘｶﾞﾔｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ （企）針谷建築事務所 静岡 422-8072 静岡市駿河区小黒３－６－９ 054-281-1155 鳥居　久保 測量・建設コンサル

1159 ｷﾄﾞｳｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 機動建設工業㈱　名古屋支店 愛知県 451-0031 名古屋市西区城西４－２８－１８ 052-528-1911 永田　知 建設工事

1160 ﾆｯｼﾝｾﾂﾋﾞ ㈱日進設備 島田 425-0068 焼津市中新田１００３－１ 054-624-4532 齋藤　純一 建設工事

1161 ｺｽﾓﾗｲﾝ ㈱コスモライン 静岡 421-1221 静岡市葵区牧ケ谷2245 054-278-6366 谷津吉彦 建設工事

1162 ｽｷﾞﾑﾗｺｳﾑﾃﾝ ㈱杉村工務店 島田 426-0034 藤枝市駅前２－１０－７ 054-643-1473 杉村　明久 建設工事

1163 ｽｷﾞﾔﾏｺｳﾑﾃﾝ ㈱杉山工務店 島田 426-0034 藤枝市駅前2-4-16 054-641-0841 杉山　裕巳 建設工事

1164 ｵｶﾞﾜﾎﾟﾝﾌﾟｺｳｷﾞｮｳﾅｺﾞﾔｼﾞﾑｼｮ 小川ポンプ工業㈱　三島営業所 沼津 411-0942 駿東郡長泉町中土狩821 055-986-7200 杉崎　勝仁 物品製造等

1165 ｱｽ ㈱アス 静岡 420-0068 静岡市葵区田町２－８９－４ 054-260-6825 森　孝夫 物品製造等

1166 ｶﾜﾀﾞｹﾝｾﾂｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 川田建設㈱静岡営業所 静岡 420-0859 静岡市葵区栄町4-8 03-3915-5321 古谷　政美 建設工事

1167 ﾄｳﾖｳｹﾝｻｾﾝﾀｰ ㈱東洋検査センター 沼津 410-2315 伊豆の国市田京１５１－６ 0558-76-3459 原田　種久 物品製造等

1168 ﾄｳﾖｳｹﾝｻｾﾝﾀｰ ㈱東洋検査センター 沼津 410-2315 伊豆の国市田京１５１－６ 0558-76-3459 原田　種久 測量・建設コンサル

1169 ﾒｲﾎｳ ㈱名豊 愛知県 460-0017 名古屋市中区松原2-2-33 052-322-0071 小池　武史 物品製造等

1170 ﾀﾞｲﾜｺｳｷ ㈱大和工機 静岡 420-0922 静岡市葵区流通センター12-4 054-263-2332 伊藤　哲 建設工事

1171 ﾔﾏﾓﾄﾋﾌｸ 山本被服㈱　静岡営業所 静岡 420-0882 静岡市葵区安東2-8-1 054-245-0313 永田　誠司 物品製造等

1172 ﾆﾎﾝﾃﾞﾝｷﾞｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ 日本電技㈱静岡支店 静岡 420-0804 静岡市葵区竜南1-2-48 054-248-0371 南部　賢一郎 建設工事

1173 ﾆﾎﾝﾃﾞﾝｷﾞｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ 日本電技㈱静岡支店 静岡 420-0804 静岡市葵区竜南1-2-48 054-248-0371 南部　賢一郎 物品製造等

1174 ｼﾞｪｲﾌｨﾙﾑ ジェイフィルム㈱ 東京都 101-0031 千代田区東神田1-5-15 03-3862-9330 五十君　猛 物品製造等

1175 ｲｰﾄﾗｽﾄ ㈱イートラスト 新潟県 940-0871 長岡市北陽1-53-54 0258-21-2500 酒井　龍市 建設工事

1176 ﾓﾁﾂﾞｷｼｮｳﾃﾝ 望月商店 島田 426-0026 藤枝市岡出山1-1-5 054-641-0675 望月新太郎 物品製造等

1177 ﾒﾌｫｽ ㈱メフォス 東京都 107-0052 港区赤坂2-23-1 03-6234-7600 岡田　泰紀 物品製造等

1178 ｼｰｷｭｰﾌﾞｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ シーキューブ㈱静岡支店 沼津 411-0912 駿東郡清水町卸団地269 055-981-7000 藤本久 建設工事

1179 ｶﾝｾｲｺｳｷﾞｮｳ 管清工業㈱　静岡中央営業所 静岡 413-0021
静岡市葵区2-2-3センチュリーする
が102 054-275-0305 宮川　周二 物品製造等

1180 ｶﾝｾｲｺｳｷﾞｮｳ 管清工業㈱　静岡中央営業所 静岡 413-0021
静岡市葵区2-2-3センチュリーする
が102 054-275-0305 宮川　周二 建設工事

1181 ﾏﾙﾏ ㈱マルマ 浜松 430-0807 浜松市中区佐藤2-5-11 053-464-6400 鈴木　雅太郎 物品製造等

1182 ﾂﾙﾀｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱ツルタコンサルタント　西部営業所 島田 421-0411 牧之原市坂口2894-1 0548-25-3535 杉山　雄生 測量・建設コンサル

1183 ｼｽﾞｵｶﾋﾀﾁ ㈱静岡日立 静岡 422-8007 静岡市駿河区聖一色84-1 054-264-7171 杉村　正義 物品製造等

1184 ｼｽﾞｵｶﾋﾀﾁ ㈱静岡日立 静岡 422-8007 静岡市駿河区聖一色84-1 054-264-7171 杉村　正義 建設工事

1185 ｵﾁｱｲﾃﾞﾝｷｸｳﾁｮｳ 落合電気空調㈱ 島田 426-0031 藤枝市築地838 054-641-0818 落合　俊幸 建設工事

1186 ｶﾜﾀｹﾝｾﾂ 加和太建設㈱ 沼津 411-0033 三島市文教町1-5-15 055-987-5541 河田　亮一 建設工事

1187 ﾆｯﾎﾟﾝｼｬﾘｮｳｾｲｿﾞｳ
日本車輌製造㈱輪機・インフラ本部　営業第
二部 愛知県 456-8691 名古屋市熱田区三本松町1-1 052-882-3316 岩瀬　宣浩 建設工事

1188 ﾌｼﾞﾈﾂｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 不二熱学工業㈱　浜松営業所 浜松 542-0081 浜松市東区上西町8-8 06-6261-2436 横田　康則 建設工事

1189 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ グローバルデザイン㈱ 静岡 420-0852 静岡市葵区紺屋町17-1 054-273-6385 白旗保則 物品製造等

1190 ｼﾞｮｳﾅﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ ㈱城南メンテナンス 島田 426-0031 藤枝市築地323 054-643-2468 石原　純一 建設工事

1191 ｼﾞｮｳﾅﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ ㈱城南メンテナンス 島田 426-0031 藤枝市築地323 054-643-2468 石原　純一 物品製造等

1192 ｷｮｳﾜｾｯｹｲ 協和設計㈱浜松営業所 浜松 430-0944 浜松市中区田町231-8 053-459-2030 原田　敏広 測量・建設コンサル

1193 ｻﾝﾜｼｬｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 三和シャッター工業㈱　静岡統括営業所 静岡 420-0803 静岡市葵区千代田7-8-1 054-282-0111 杉山　正 物品製造等

1194 ｻﾝﾜｼｬｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 三和シャッター工業㈱　静岡統括営業所 静岡 420-0803 静岡市葵区千代田7-8-1 054-282-0111 杉山　正 建設工事

1195 ﾏｴﾀﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 前田建設工業㈱静岡営業所 静岡 420-0858 静岡市葵区伝馬町24-2 054-255-5285 神藤　忠夫 建設工事

1196 ﾁｬｲﾙﾄﾞﾎﾝｼｬｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ ㈱チャイルド本社静岡営業所 静岡 420-0936 静岡市葵区池ヶ谷6-36 054-245-5251 田代和男 物品製造等

1197 ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳ 荏原実業㈱　静岡支社 静岡 422-8076 静岡市駿河区八幡2-2-25 054-289-3000 山口　寛 建設工事

1198 ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳ 荏原実業㈱　静岡支社 静岡 422-8076 静岡市駿河区八幡2-2-25 054-289-3000 山口　寛 物品製造等

1199 ｻｲｴﾝｽ ㈱サイエンス 静岡 424-0812 静岡市清水区小芝町4-13 054-361-0200 堀池　勇人 測量・建設コンサル
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1200 ｻｲｴﾝｽ ㈱サイエンス 静岡 424-0812 静岡市清水区小芝町4-13 054-361-0200 堀池　勇人 物品製造等

1201 ﾏｴｻﾜｺｳｷﾞｮｳ 前澤工業㈱　横浜支店 神奈川県 222-0033 横浜市港北区新横浜2-14-27 045-475-2960 星　進一郎 建設工事

1202 ﾏｴｻﾜｺｳｷﾞｮｳ 前澤工業㈱　横浜支店 神奈川県 222-0033 横浜市港北区新横浜2-14-27 045-475-2960 星　進一郎 物品製造等

1203 ｽｽﾞﾖｹﾝｾﾂ 鈴与建設㈱　藤枝営業所 島田 426-0201 藤枝市下藪田８０－１３ 054-638-3711 渡辺　正明 建設工事

1204 ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ ㈱フューチャーイン　静岡支店 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町１１－７ 054-254-1000 野田　智明 物品製造等

1205 ﾀﾞｲｹﾝｾｯｹｲ ㈱大建設計　名古屋事務所 愛知県 461-0001 名古屋市東区泉2-27-14 052-930-6710 中西　兵衛 測量・建設コンサル

1206 ｽﾙｶﾞ ㈱スルガ　静岡営業所 静岡 422-8037 静岡市駿河区下島332-1 054-237-6200 稲垣　寿男 物品製造等

1207 ｽﾙｶﾞ ㈱スルガ 沼津 410-0876 沼津市北今沢19-12 055-967-3939 萩原　喜義 建設工事

1208 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ ㈱熊谷組　静岡営業所 静岡 422-8076 静岡市駿河区八幡２－２－１２ 054-203-4545 中村　俊一 建設工事

1209 ﾋﾀﾁｺｸｻｲﾃﾞﾝｷ ㈱日立国際電気　静岡営業所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町５９－７ 050-3383-0180 大木　敬弘 建設工事

1210 ﾋﾀﾁｺｸｻｲﾃﾞﾝｷ ㈱日立国際電気　静岡営業所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町５９－７ 050-3383-0180 大木　敬弘 物品製造等

1211 ｴｲﾄﾆﾎﾝｷﾞｼﾞｭﾂｶｲﾊﾂ ㈱エイト日本技術開発　静岡事務所 静岡 420-0858 静岡市葵区伝馬町9-10-403 054-275-5588 森元　学 測量・建設コンサル

1212 ｻﾝｷｺｳｷﾞｮｳﾕｳﾌﾞｼｼｬ 三機工業㈱中部支社 愛知県 450-8567 名古屋市中村区名駅2-45 03-5565-5170 朝倉　和昭 建設工事

1213 ｼﾓﾝ ㈱四門　静岡営業所 島田 420-0866 静岡市葵区西草深町5-16 054-205-0222 五十嵐　大 物品製造等

1214 ｼﾓﾝ ㈱四門　静岡営業所 島田 420-0866 静岡市葵区西草深町5-16 054-205-0222 五十嵐　大 測量・建設コンサル

1215 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ ㈱オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町２－２０ 054-272-8815 舟坂　美賢 測量・建設コンサル

1216 ｴﾌﾋﾞｰｼﾞｪｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱ＦＢＪコンサルタント 島田 427-0011 島田市東町636 0547-35-5081 福島　吉衛 測量・建設コンサル

1217 ﾃﾞｻﾞｲﾝｱｰﾌﾟ （合）デザイン・アープ 静岡 424-0037 静岡市清水区袖師町1074 054-366-5439 川口　良子 測量・建設コンサル

1218 ﾆｯﾄｳｶｽﾄﾃﾞｨｱﾙｻｰﾋﾞｽ 日東カストディアル・サービス㈱　静岡支店 静岡 420-0858 静岡市葵区伝馬町24-2 054-272-6611 白鳥　秀 物品製造等

1219 ｱｲﾋﾞｯｸ ㈱アイビック静岡支店 静岡 422-8032 静岡市駿河区有東2-12-12 054-203-7673 鈴木　秀明 建設工事

1220 ｱﾙｿｯｸｼｽﾞｵｶ ＡＬＳＯＫ静岡㈱ 静岡 420-0852 静岡市葵区紺屋町17-1 054-205-8833 上野　義典 物品製造等

1221 ｸﾏﾋﾗ ㈱クマヒラ静岡支店 静岡 420-0839 静岡市葵区鷹匠2-10-1 054-252-2114 栃木　裕司 物品製造等

1222 ﾁｭｳｵｳｶｲﾊﾂ 中央開発㈱　東京支社静岡支店 静岡 422-8021 静岡市駿河区小鹿1-40-22 054-202-0105 小木曽　健二 測量・建設コンサル

1223 ﾁｭｳﾌﾞﾘｻｲｸﾙ 中部リサイクル㈱ 愛知県 455-0026 名古屋市港区昭和町18 052-611-1511 足立　正 物品製造等

1224 ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 凸版印刷㈱　静岡営業所 静岡 420-0858 静岡市葵区伝馬町8-6 054-254-9128 佐々木　雄 物品製造等

1225 ﾄﾑｽ ㈱トムス 静岡 422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-1 054-201-3923 永田　龍彦 物品製造等

1226 ﾁｮｳｴｲｽﾞﾎﾟｰﾂ 長永スポーツ㈱ 東京都 157-0076 世田谷区オカモト3-23-26 03-3417-8111 長谷川　信 建設工事

1227 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ静岡㈱ 静岡 422-8063 静岡市駿河区馬淵4-12-10 054-654-5511 吐前　敏孝 物品製造等

1228 ｼｽﾞﾃﾂｶﾝｺｳｻｰﾋﾞｽ 静鉄観光サービス㈱ 静岡 420-8509 静岡市葵区追手町2-12 054-252-4191 中澤　直樹 物品製造等

1229 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂｼｽﾞｵｶｼﾃﾝ 三井住友建設㈱静岡支店 静岡 420-0837 静岡市葵区日出町1-2 054-266-7103 川池　朗 建設工事

1230 ｼﾝﾆﾎﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱新日本コンサルタント　静岡営業所 静岡 420-0046 静岡市葵区吉野町4-7 054-270-3530 真田　浩幸 測量・建設コンサル

1231 ｾﾚｽﾎﾟ ㈱セレスポ　名古屋支店 愛知県 463-0034 名古屋市守山区四軒家2-303 052-771-7510 林　秀紀 物品製造等

1232 ﾐﾄﾞﾘｴﾝ みどり園㈱ 浜松 432-8021 浜松市中区佐鳴台1-2-20 053-456-1165 高林　久雄 建設工事

1233 ｼｮｳﾜｷﾞｹﾝ ㈱松和技研 浜松 430-0939 浜松市中区連尺町314-31 053-415-8131 木俣清一 測量・建設コンサル

1234 ﾌｼﾞﾌﾙｶﾜｲｰｱﾝﾄﾞｼｰｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱静岡営業所 静岡 420-0035 静岡市葵区七間町18-1 044-548-4500 貞森　公之 建設工事

1235 ｶﾝﾄｳｵｰｸﾗ ㈱関東オークラ 袋井 439-0031 菊川市加茂2158 0537-35-3151 阿部　昭男 物品製造等

1236 ｱｻﾋｻﾝｷﾞｮｳ 旭産業㈱ 静岡 420-0812 静岡市葵区古庄１－３－９ 054-261-2456 澤野　哲郎 建設工事

1237 ｼﾝｾｯｹｲ ㈲シン設計 島田 428-0012 島田市金谷代官町３０４－２４ 0547-46-3939 新間　正博 測量・建設コンサル

1238 ｵｰｸﾗﾊﾟｯｸｽ オークラパックス㈱ 沼津 410-0314 沼津市一本松１０９－２ 055-969-0001 須藤　よしみ 物品製造等

1239 ﾑｾﾝﾎｳｿｳｾｯｹｲ ㈱無線放送設計事務所 神奈川県 231-0012 横浜市中区相生町1-1 045-662-7078 川端　竜美 測量・建設コンサル

1240 ﾑｾﾝﾎｳｿｳｾｯｹｲ ㈱無線放送設計事務所 神奈川県 231-0012 横浜市中区相生町1-1 045-662-7078 川端　竜美 物品製造等

1241 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ ㈱ニチイ学館 東京都 101-8688 千代田区神田駿河台２－９ 03-3291-2121 森　信介 物品製造等

1242 ﾆｯｿｳｺｳｷﾞｮｳ 日総興業㈱ 静岡 422-8001 静岡市駿河区中吉田１０－４１ 054-264-0730 脇田　秋夫 物品製造等

1243 ﾆｯｿｳｺｳｷﾞｮｳ 日総興業㈱ 静岡 422-8001 静岡市駿河区中吉田１０－４１ 054-264-0730 脇田　秋夫 建設工事

1244 ﾆﾎﾝｶｿﾞｸｹｲｶｸｷｮｳｶｲ （法）日本家族計画協会 東京都 162-0843 新宿区市谷田町１－１０ 03-3269-4727 北村　邦夫 物品製造等

1245 ｼｽﾞｵｶｹﾝﾄﾁｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝﾀｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 静岡県土地改良事業団体連合会 静岡 420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054-255-5151 伊東　真英 測量・建設コンサル

1246 ﾄｰﾀﾙｾｷｭﾘﾃｨSP トータルセキュリティＳＰ㈱ 静岡 424-0882 静岡市清水区岡新田64 054-376-4331 塩澤孝太郎 物品製造等

1247 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ シンフォニアテクノロジー㈱　静岡営業所 静岡 420-0851 静岡市葵区黒金町１１－７ 054-254-5411 中嶋　健二 建設工事

1248 ｿﾉﾀﾞﾄｿｳﾃﾝ ㈱園田塗装店 浜松 431-3121 浜松市東区有玉北町７５６ 053-433-4488 園田　昌弘 建設工事

1249 ｽﾐﾔｸﾞｯﾃﾞｨ すみやグッディ藤枝店 島田 426-0075 藤枝市瀬戸新屋２１３－１８ 054-643-9511 早戸　裕樹 物品製造等

1250 ﾂﾁﾔ ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱ 静岡 422-8004 静岡市駿河区国吉田1-1-31 054-264-6680 野村　敦 建設工事

1251 ｼﾝｺﾞｳｷｻﾞｲｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 信号器材㈱静岡営業所 静岡 422-8006 静岡市駿河区曲金7-2-50 054-285-2005 時盛範明 物品製造等

1252 ｼﾝｺﾞｳｷｻﾞｲｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 信号器材㈱静岡営業所 静岡 422-8006 静岡市駿河区曲金7-2-50 054-285-2005 時盛範明 建設工事

1253 ﾁｭｳﾌﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾞ 中部テレコミュニケーション㈱ 愛知県 460-0003 名古屋市中区錦１－１０－１ 052-740-8021 宮倉　康彰 物品製造等

1254 ｽｽﾞｹﾝ ㈱スズケン　藤枝支店 島田 426-0033 藤枝市小石川町４－３－１８ 054-641-5678 坂田　太一 物品製造等

1255 ﾁｭｳｵｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞｼｽﾞｵｶｼｼｬ 中央電気工事㈱静岡支社 静岡 420-0029 静岡市葵区研屋町29-6 054-275-1618 山田靖彦 建設工事

1256 ｱｻﾇﾏｸﾞﾐ ㈱淺沼組　静岡営業所 静岡 420-0853 静岡市葵区追手町１０－２１０ 054-251-3821 冨樫　憲之 建設工事

1257 ｷｮｳﾄﾞｳﾃﾞﾝｷｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ 協同電気㈱静岡営業所 静岡 422-8063 静岡市駿河区馬淵3-17-29 045-651-1411 上島　秀昭 建設工事

1258 ﾄｰｶｲｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 静岡 420-0034 静岡市葵区常磐町２－６－８ 054-273-4834 福田　安広 建設工事

1259 ｴｽｴﾇｶﾝｷｮｳﾃｸﾉﾛｼﾞｰ エスエヌ環境テクノロジー㈱ 大阪府 554-0012 大阪市此花区西九条５－３－２８ 06-4804-5503 下田　栖嗣 建設工事
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1260 ｱｲｱｰﾙｼｰﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛﾃｸﾆｶ ㈱アイアールシー・データ・プロ・テクニカ 静岡 420-0804 静岡市葵区竜南２－１１－４３ 054-248-4611 渡邊　秀博 物品製造等

1261 ﾁｭｳｷｮｳｽﾎﾟｰﾂ ㈱中京スポーツ施設 愛知県 488-0022 尾張旭市狩宿新町2-27 0561-53-1111 川岸　信一 建設工事

1262 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境㈱　名古屋支店 愛知県 463-8541 名古屋市守山区瀬古東2-907 052-795-1180 片山　恭治 測量・建設コンサル

1263 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境㈱　名古屋支店 愛知県 463-8541 名古屋市守山区瀬古東2-907 052-795-1180 片山　恭治 物品製造等

1264 ｱｻﾋｻﾝｷﾞｮｳ 旭産業㈱ 静岡 420-0812 静岡市葵区古庄1-3-9 054-261-2456 澤野　哲郎 物品製造等

1265 ﾆｯｾｲﾋﾞﾙﾄﾞｺｳｷﾞｮｳ 日成ビルド工業㈱　静岡支店 静岡 422-8035 静岡市駿河区宮竹1-13-9 054-237-2341 西本　昌司 物品製造等

1266 ﾆｯｾｲﾋﾞﾙﾄﾞｺｳｷﾞｮｳ 日成ビルド工業㈱　静岡支店 静岡 422-8035 静岡市駿河区宮竹1-13-9 054-237-2341 西本　昌司 測量・建設コンサル

1267 ﾁｭｳﾌﾞｽｲｺｳｾｯｹｲ 中部水工設計㈱　静岡事務所 袋井 437-0011 袋井市村松字東浦2558-8 0528-67-8161 浮田　晃 測量・建設コンサル

1268 ｼﾝｺｳｶﾝｷｮｳｿﾘｭｰｼｮﾝ ㈱神鋼環境ソリューション　東京支社 東京都 141-8688 品川区西品川1-1-1 03-5739-5809 大槻　茂樹 建設工事

1269 ﾋﾗｲｸﾞﾐ ㈱平井組 静岡 420-0842 静岡市葵区銭座町100 054-245-6161 平井　勉 建設工事

1270 ｷﾊﾗ キハラ㈱ 東京都 101-0162 千代田区神田駿河台3-5 03-3292-3301 木原一雄 物品製造等

1271 ｺｽﾓｹﾐｶﾙ コスモケミカル㈱ 富士 416-0955 富士市川成新町33 0545-65-6868 櫻井　隆志 物品製造等

1272 ｴﾇﾃｨｰｼｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ ＮＴＣコンサルタンツ㈱　静岡営業所 静岡 424-0873 静岡市清水区有東坂13-25 054-349-3328 山下　憲彦 測量・建設コンサル

1273 ｼｽﾞﾃﾞﾝ ㈱シズデン中部支店 島田 427-0048 島田市旗指499-5 0547-36-7773 増田　倫康 建設工事

1274 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱　静
岡営業所 静岡 420-0837 静岡市葵区日出町1-2 054-205-6151 鈴木　英史 物品製造等

1275 ﾌｼﾞﾃﾚﾈｯﾄ ㈱富士テレネット 静岡 422-8008 静岡市駿河区栗原18-65 054-262-5515 岩﨑　智 物品製造等

1276 ﾜｲｴｽｷｯﾄ ＹＳ　ＫＩＴ 浜松 432-8051 浜松市南区若林町2584-6 053-522-9192 山田　真也 物品製造等

1277 ｵﾙｶﾞﾉ オルガノ㈱　環境事業部 東京都 136-8631 江東区新砂1-2-8 03-5635-5180 廣川　浩之 建設工事

1278 ｵﾙｶﾞﾉ オルガノ㈱　環境事業部 東京都 136-8631 江東区新砂1-2-8 03-5635-5180 廣川　浩之 物品製造等

1279 ｴﾌｳｫｰﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ㈱エフウォーターマネジメント静岡事務所 静岡 420-0856 静岡市葵区駿府町1-47　藤ビル3階 054-204-1401 前田　輝夫 測量・建設コンサル

1280 ｸｳｶﾝｼﾞｮｳﾎｳｻｰﾋﾞｽ 空間情報サービス㈱ 千葉県 260-0013 千葉県千葉市中央3-10-6 043-222-6694 古里　弘 測量・建設コンサル

1281 ｸｳｶﾝｼﾞｮｳﾎｳｻｰﾋﾞｽ 空間情報サービス㈱ 千葉県 260-0013 千葉県千葉市中央3-10-6 043-222-6694 古里　弘 物品製造等

1282 ﾄｳﾎｳﾁｽｲ 東邦地水㈱　浜松営業所 浜松 434-0026 浜松市浜北区東美薗728 053-586-8837 髙井　一人 建設工事

1283 ﾄｳﾎｳｶｺｳｹﾝｾﾂ 東邦化工建設㈱ 沼津 411-8720 駿東郡長泉町上土狩234 055-987-1087 原田茂彦 測量・建設コンサル

1284 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ 三菱電機㈱　静岡支店 静岡 422-8067 静岡市駿河区南町14-25 054-202-0198 白石　福和 建設工事

1285 ﾋｶﾘｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱光エンジニアリング　静岡営業所 静岡 424-0809 静岡市清水区天神1-10-2B-204 054-364-7244 相川　晋 測量・建設コンサル

1286 ｻﾝｱﾒﾆﾃｨ ㈱サンアメニティ　静岡支社 袋井 437-0024 袋井市三門町9-15 0538-44-1717 和田　学 物品製造等

1287 ﾆﾁﾚｷｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ ニチレキ㈱静岡営業所 富士 419-0201 富士市厚原2266 03-3265-1511 前田　薫 測量・建設コンサル

1288 ﾆﾁﾚｷｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ ニチレキ㈱静岡営業所 富士 419-0201 富士市厚原2266 03-3265-1511 前田　薫 建設工事

1289 ﾆﾁﾚｷｼｽﾞｵｶｴｲｷﾞｮｳｼｮ ニチレキ㈱静岡営業所 富士 419-0201 富士市厚原2266 03-3265-1511 前田　薫 物品製造等

1290 ｼｽﾞｵｶﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 静岡ビルサービス㈱ 静岡 424-0886 静岡市清水区草薙1-3-15 054-344-5100 斉藤　正夫 物品製造等

1291 ｵｵﾀｷｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ ㈱大瀧建築事務所 静岡 422-8063 静岡市駿河区馬渕4-1-7 054-286-4577 大瀧　博敏 測量・建設コンサル

1292 ﾅｶｼｬｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ ナカシャクリエイティブ㈱浜松営業所 浜松 430-0851 浜松市北区細江町気賀7598-1 053-523-0330 坂本　範基 物品製造等

1293 ﾅｶｼｬｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ ナカシャクリエイティブ㈱浜松営業所 浜松 430-0851 浜松市北区細江町気賀7598-1 053-523-0330 坂本　範基 測量・建設コンサル

1294 ﾀｲｾｲｵﾝﾁｮｳ 大成温調㈱　静岡支店 静岡 420-0858 静岡市葵区伝馬町２４－２ 054-653-7000 嶋　洋貴 建設工事

1295 ｽｷﾞﾓﾄｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 杉本建築設計事務所 吉田町 421-0303 吉田町片岡767-4 0548-32-1806 杉本欣久 測量・建設コンサル

1296 ｻﾝｽｲ ㈱三水 静岡 424-0901 静岡市清水区三保５２６－６ 054-334-2512 中島　章 建設工事

1297 ｻﾝｽｲ ㈱三水 静岡 424-0901 静岡市清水区三保５２６－６ 054-334-2512 中島　章 物品製造等

1298 ｸﾞﾘｰﾝﾀﾞﾌﾞｽﾀｲﾙ ㈱Green dub style 吉田町 421-0302 吉田町川尻289-8 054-832-7277 井上　崇 物品製造等

1299 ｹﾝｼｮｳ ㈲建粧 吉田町 421-0301 吉田町住吉4038－1 0548-32-6055 増田　栄 建設工事

1300 ｸﾒｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ 久米一級建築士事務所 吉田町 421-0301 吉田町住吉1641 054-832-9071 久米　武志 測量・建設コンサル

1301 ﾆﾎﾝﾋﾞｽﾞｱｯﾌﾟ 日本ビズアップ㈱ 東京都 105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号 03-6215-9217 吉岡　和守 物品製造等

1302 ﾂｼﾞｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ ㈱ツジシステムデザイン 浜松 434-0042 浜松市北区小松4388番地の2 053-571-9320 辻　信之 測量・建設コンサル

1303 ﾊｲﾔｸ ㈱はいやく 吉田町 421-0303 吉田町片岡1760－1 0548-32-5100 八木　勇孔 物品製造等

1304 ﾁﾖﾀﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱千代田コンサルタント 東京都 101-0041 東京都千代田区神田須田町2－6 03-3527-1013 濱田　忠 測量・建設コンサル

1305 ﾆﾎﾝｴｲｼﾝｼｽﾃﾑｾｯｹｲ 日本栄伸システム設計㈱ 東京都 108-0023 東京都港区芝浦4－5－11－107 03-6453-7855 園田　幸一 測量・建設コンサル

1306 ﾘﾝｺｳｸﾞﾐ ㈱林工組 浜松 435-0036 浜松市南区渡瀬長1000‐1 053-461-8853 伊藤　友輔 建設工事

1307 ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ㈱ウィズウェイストジャパン 埼玉県 330-0852
埼玉県さいたま市大宮区大成町2－
224‐1 048-668-4801 山田　耕 物品製造等

1308 ｺﾝﾄﾞｳﾘｰｽ ㈲近藤リース 静岡 421-0103 静岡市駿河区丸子6746 054-259-7285 近藤　哲也 物品製造等

1309 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｮｳｲｸｽｲｼﾝｷｺｳ
特定非営利活動法人グローバル教育推進機
構 名古屋 460-0011 名古屋市中区大須1‐7‐14‐２F 052-684-6274 中園　潔 物品製造等

1310 ｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 綜合警備保障㈱ 静岡 420-0817 静岡市葵区東静岡1丁目3番29号 054-265-6000 松本　安之 建設工事

1311 ｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 綜合警備保障㈱ 静岡 420-0817 静岡市葵区東静岡1丁目3番29号 054-265-6000 松本　安之 物品製造等


