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所在地住所 代表者氏名 営業所等名称 所在地住所 受任者氏名

（株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区東陽７－１－１ 森内　昭 四国支店 徳島県徳島市八百屋町１－１４ 山地　正敏

（株）愛亀 愛媛県松山市南江戸２－６６０－１ 西山　周

アイサワ工業（株） 岡山県岡山市北区表町１－５－１ 逢澤　寛人 四国支店 香川県高松市城東町１－６－２６ 岡野　昌誠

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区千年１－２－７０ 星加　俊之 高松営業所 香川県高松市番町１－６－６甲南アセット番町ビル３０２ 坂ノ上　元

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田３－３ー１０ 前田　幸治

アイム電機工業（株） 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３－４ 小野　隆二郎 四国営業所 愛媛県新居浜市西原町２－２－９－１１３ 黒川　直幸

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１ 辻井　靖 高松営業所 香川県高松市磨屋町３－１ 高倉　剛

あおみ建設（株） 東京都港区海岸３－１８－２１ 河邊　知之 四国支店 香川県高松市塩上町３－２－４ 西岡　里志

（株）アクアスマート 広島県広島市安佐南区大塚西６－５－１０ 中村　美保子

（株）淺沼組 大阪府大阪市浪速区湊町１ー２ー３マルイト難波ビル 浅沼　誠 大阪本店 大阪府大阪市浪速区湊町１ー２ー３マルイト難波ビル 豊田　彰啓

浅野アタカ（株） 東京都台東区北上野２－８－７ 大黒田　一人 大阪支店 大阪府大阪市此花区西九条５－３－２８ 生島　栄一

（株）朝日工業社 東京都港区浜松町１－２５－７ 高須　康有 四国営業所 徳島県徳島市応神町古川字戎子野１１３ 谷本　陽一

浅海電気（株） 大阪府大阪市北区西天満３－７－４ 早坂　稔 高松営業所 香川県高松市磨屋町５－９ 杉本　聖和

芦森エンジニアリング（株） 大阪府大阪市西区土佐堀１－４－８ 伊藤　和良 広島営業所 広島県広島市中区銀山町８－５－１０１ 澤田　秀和

（株）アセント 東京都港区芝浦４－１６－２３ 木越　健二

（株）安部日鋼工業 岐阜県岐阜市六条大溝３－１３－３ 井手口　哲朗 四国営業所 香川県高松市番町２－１７－１５ 阪中　寿康

（株）安藤・間 東京都港区東新橋１－９－１ 福富　正人 四国支店 香川県高松市片原町１１－１ 田邉　裕之

（株）石垣 東京都千代田区丸の内１－６－５ 石垣　真 四国支店 香川県高松市林町２５０７－２ 秋山　豊弘

石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区丸の内１－６－５ 石垣　真 四国支店 香川県高松市林町２５０７－２ 大井　崇司

岩田地崎建設（株） 北海道札幌市中央区北２条東１７－２ 岩田　圭剛 四国支店 香川県高松市磨屋町３－１ 永原　優

（株）ウォーターテック 東京都港区芝浦３－１６－１ 早坂　克浩 四国営業所 香川県高松市鬼無町藤井６２５－１ 田中　幸典

（株）エース・ウォーター 福岡県福岡市博多区上呉服町１－８ 川島　潤一郎 四国営業所 香川県高松市伏石町２０３６－４ 住友　敏彦

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 舩橋　哲也 四国支店 香川県高松市林町１４８－２０ 佐藤　八三

（株）ＳＩＣ 兵庫県加古川市加古川町備後３３５ 芝本　忠雄

エスエヌ環境テクノロジー（株） 大阪府大阪市此花区西九条５－３－２８ 辻　勝久

（株）ＳＴＮｅｔ 香川県高松市春日町１７３５－３ 小林　功

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽２－６－１ 牛島　祐之 四国支店 香川県高松市中野町２９－２ 佐々木　正人

（株）ＮＨＫテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４－１４ 野口　周一 松山総支社 愛媛県松山市朝生田町２－２－３３ 土屋　幸男

（株）エヌ・ティ・ティ・データ四国 愛媛県松山市三番町４ー９ー６ 山田　典史

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町２－１１－１ 井伊　基之 四国支社 香川県高松市天神前９ー１ 吉澤　啓介

荏原環境プラント（株） 東京都大田区羽田旭町１１－１ 三好　敬久 西日本支店 大阪府大阪市北区堂島１－６－２０ 山内　秀洋

（株）荏原製作所 東京都大田区羽田旭町１１－１ 浅見　正男 四国支店 香川県高松市伏石町２１５１－２ 藤澤　稔

大久保体器（株） 岡山県岡山市東区鉄４０９ 安田　透

（株）大林組 東京都港区港南２－１５－２ 蓮輪　賢治 四国支店 香川県高松市中央町１１－１１ 佐々木　嘉仁

（株）大本組 岡山県岡山市北区内山下１－１－１３ 大本　万平 四国支店 香川県高松市番町３－２－１ 山田　健次

（株）岡部 富山県南砺市祖山３９ 岡部　竜一

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海１－８－１１ 竹内　敏尚 四国支社 香川県高松市今里町２－３０－２０ 桒山　尚俊

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門１－７－１２ 鎌上　信也 四国支社 香川県高松市番町１－７－５ 秀　文人

奥アンツーカ（株） 大阪府東大阪市長田東３－２－７ 奥　洋彦 西日本支店 福岡県福岡市博多区板付６－３－２４ 高橋　裕樹

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２ 奥村　太加典 四国支店 香川県高松市寿町２－３－１１ 角谷　嘉泰

奥村組土木興業（株） 大阪府大阪市港区三先１－１１－１８ 奥村　安正 徳島営業所 徳島県徳島市沖浜東３－２オプスフジタ 後藤　文男

オリエンタル白石（株） 東京都江東区豊洲５－６－５２ 大野　達也 四国営業支店 徳島県徳島市昭和町１－１１ 沖野　卓偉

（株）ガイアート 東京都新宿区新小川町８－２７ 山本　健司 徳島営業所 徳島県板野郡北島町鯛浜かや２－４ 中平　健太郎

海南エンジニアリング（株） 愛知県愛西市本部田町鴨田８３－６ 大島　卓郎
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鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂１ー５ー３１ 新川　隆夫

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂１－３－１ 天野　裕正 四国支店 香川県高松市亀井町１－３ 尾﨑　美伸

鹿島道路（株） 東京都文京区後楽１－７－２７ 吉弘　英光 徳島出張所 徳島県鳴門市撫養町木津字西小沖６９９－４ 赤羽根　康弘

（株）カナック 香川県高松市三谷町１３６ 石橋　雄二 徳島営業所 徳島県徳島市東大工町３－１６徳島三木ビル６階 岡田　敬二

鎌長製衡（株） 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６ 鎌田　長明

（株）川崎技研 福岡県福岡市南区向野１－２２－１１ 田中　秀任

川崎重工業（株） 東京都港区海岸１－１４－５ 橋本　康彦 関西支社 大阪府大阪市北区曽根崎２－１２－７ 河合　宗一

川崎設備工業（株） 愛知県名古屋市中区大須１－６－４７ 廣江　勝志 四国営業所 香川県丸亀市土居町２－２－５ 大川　浩二

川田建設（株） 東京都北区滝野川６－３－１ 川田　琢哉 徳島営業所 徳島県徳島市昭和町５－５ 井内　匠

川田工業（株） 富山県南砺市苗島４７６０ 川田　忠裕 四国営業所 香川県仲多度郡多度津町西港町１７ 加藤　栄一

（株）カンサイ 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内４６０ 川本　義二

岩水開発（株） 岡山県岡山市南区福吉町１８－１８ 松浦　広幸 四国営業所 徳島県徳島市川内町富吉５５－７４ 吉成　公男

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀１－７－３ 長谷川　健司 大阪支店 大阪府大阪市城東区成育１－６－２６ 廣瀬　孝雄

（株）かんでんエンジニアリング 大阪府大阪市北区中之島６－２－２７ 青嶋　義晴 四国営業所 香川県さぬき市志度１２９８－４０ 久保　隆志

菊池建設工業（株） 愛媛県松山市別府町６２０－２ 菊池　臣起

（株）九電工 福岡県福岡市南区那の川１－２３－３５ 佐藤　尚文 中国支社 広島県広島市中区河原町７－７－２０１ 吉井　大輔

協和機電工業（株） 長崎県長崎市川口町１０－２ 坂井　崇俊 大阪支店 大阪府大阪市城東区永田２－１－２０ 村田　隆

極東興和（株） 広島県広島市東区光町２－６－３１ 山根　隆志 四国支店 高知県高知市南金１０－１ 依光　洋宗

極東サービス（株） 千葉県八千代市上高野１８２３－１ 島田　直弥 大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町５－９－１ 桑村　貴裕

近畿工業（株） 大阪府大阪市北区東天満２－６－５ 田中　恒良

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東２－３－４１ 上坂　隆勇 四国支社 香川県高松市福岡町３－４－８ 岡田　眞嗣

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 北尾　裕一 中四国支社四国営業所 香川県高松市亀井町２－１ 名越　修

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋２－１－３ 中河　浩一 大阪支社 兵庫県尼崎市浜１－１－１ 加藤　佳行

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２－１ 櫻野　泰則 四国支店 香川県高松市木太町３０２７－１ 清水　收

栗原工業（株） 大阪府大阪市北区南森町１－４－２４ 横井　正温 徳島営業所 徳島県徳島市南末広町４－５４ 宗岡　純平

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江１－１２－１９ 菊本　一高

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２ 深澤　重幸

虹技（株） 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４－１ 山本　幹雄

（株）合田工務店 香川県高松市天神前９－５ 森田　紘一

（株）鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６－１ 渡津　弘己 大阪本店 大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６－１ 梅本　真

（株）コート 香川県木田郡三木町下高岡３２２２ 堀　具王 徳島営業所 徳島県徳島市南田宮２－２－４２ 植村　和也

コスモ工機（株） 東京都港区西新橋３－９－５ 加藤　正明 四国支店 香川県高松市春日町１７０９－４ 村岡　明

（株）小竹組 香川県高松市福岡町４－２８－３０ 小竹　和夫

（株）五藤光学研究所 東京都府中市矢崎町４－１６ 五藤　信隆

（株）コトブキ 東京都港区浜松町１－１４－５ 深澤　幸郎 高松営業所 香川県高松市伏石町２１５２－４ 井田　涼

五洋建設（株） 東京都文京区後楽２－２－８ 清水　琢三 四国支店 愛媛県松山市千舟町４－４－３ 河上　清和

斎久工業（株） 東京都千代田区丸の内２－６－１ 佐藤　政美 岡山支店四国営業所 香川県高松市多肥下町１５１１－１ 山田　勝史

佐藤機械（株） 香川県高松市天神前５－１９ 河原　介俊

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町４－１２－１９ 平間　宏 四国営業所 香川県高松市松島町１－１２－１２ 河合　圭三

三機工業（株） 東京都中央区明石町８－１ 石田　博一

三協工業（株） 東京都品川区西五反田７－２０－１１ 高橋　和靖 大阪支社 大阪府大阪市中央区南船場２－５－８ 塩谷　惠一

（株）サンケン・エンジニアリング 福岡県福岡市南区大楠２－１３－７ 筒　芳成 大阪支店 大阪府吹田市芳野町２－８ 中沢　秀記

三建設備工業（株） 東京都中央区新川１－１７－２１ 松井　栄一 四国営業所 香川県高松市兵庫町８－１ 白川　洋

（株）三晃空調 大阪府大阪市北区西天満３－１３－２０ 齋藤　昌宏 大阪本店 大阪府大阪市北区西天満３－１３－２０ 緒方　啓一

三広工業（株） 大阪府八尾市太田新町６－２６ 庄井　弘樹

三晃工業（株） 大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６ 山梶　章

三信電気（株） 東京都港区芝４－４－１２ 鈴木　俊郎 高松支店 香川県高松市室新町４－９ 松田　保士

三精工事サービス（株） 大阪府大阪市北区池田町１－４３三精ビル 畑中　祐介

三電計装（株） 香川県高松市浜ノ町５８－６ 和田　成登



三和電気土木工事（株） 大阪府大阪市北区南森町１－４－１９ 森　博明 四国支店 徳島県徳島市川内町平石流通団地１１－１ 鈴木　久貴

三和電業（株） 香川県高松市太田下町２５８０－３ 山地　一慶

（株）ＧＳユアサ 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１ 村尾　修 四国営業所 香川県高松市紺屋町４－１０ 山田　裕康

ＪＦＥ環境テクノロジー（株） 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１ 崎山　芳行

（株）ＪＰＦ 東京都千代田区富士見２－４－１１ 渡辺　俊太郎

四国開発建設（株） 香川県高松市新北町２７－１０ 近藤　明生

四国環境整備興業（株） 愛媛県今治市国分１－１－１８ 青野　通久

四国通建（株） 愛媛県今治市南大門町１－１－１５ 高木　康弘 徳島支店 徳島県徳島市東吉野町１－１０－１ 末善　正美

四国通商（株） 香川県高松市丸の内４－４ 三野　容志郎

四国電設工業（株） 香川県高松市扇町１－１－４８ 上池　裕

（株）四国東通 香川県高松市伏石町２０７４－４ 有友　敬介

（株）四国パイプクリーナー 高知県高知市葛島３－１４－３２ 玉置　大輔

（株）四国日立システムズ 香川県高松市中央町５－３１ 広岡　辰也

（株）四国舞台テレビ照明 高知県高知市大津甲６５１ 林　光政

清水建設（株） 東京都中央区京橋２－１６－１ 井上　和幸 四国支店 香川県高松市寿町２－４－５ 竹中　康博

（株）清水合金製作所 滋賀県彦根市東沼波町９２８ 小田　仁志

（株）ジャクエツ 福井県敦賀市若葉町２－１７７０ 徳本　達郎

ジョンソンコントロールズ（株） 東京都渋谷区笹塚１－５０－１ 吉田　浩 広島支店 広島県広島市中区中町７－２２住友生命平和大通りビル４階 本間　正樹

シンク・エンジニアリング（株） 東京都目黒区自由が丘３－１６－１５ 岡村　勝也 関西支店 京都府京丹後市久美浜町１０９４－４ 西崎　健作

（株）神鋼環境ソリューション 兵庫県神戸市中央区脇浜町１－４－７８ 大浜　敬織 大阪支社 大阪府大阪市中央区備後町４－１－３御堂筋三井ビル 向　博之

神鋼環境メンテナンス（株） 兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１ 箕輪　元

（株）シンセイテクノ 広島県広島市中区幟町１０－２７－ピア３９－２０１ 谷本　信正

新生テクノス（株） 東京都港区芝５－２９－１１ 長田　豊 四国支社 香川県高松市林町２５３７－３ 渡邉　展司

シンフォニアエンジニアリング（株） 三重県伊勢市竹ヶ鼻町９９－９６ 吉田　道生 四国営業所 香川県高松市天神前１０－１２ 森　道哉

シンフォニアテクノロジー（株） 東京都港区芝大門１－１－３０ 平野　新一 大阪支社 大阪府大阪市北区曽根崎２－１２－７ 中島　慎二

新明和工業（株） 兵庫県宝塚市新明和町１－１ 五十川　龍之 流体事業部営業本部四国営業所 香川県高松市屋島西町１９７９ 小茂出　浩

新菱工業（株） 東京都千代田区神田多町２－９－２ 菅家　誠司 関西支店 兵庫県明石市本町２－２－２０ 門脇　基浩

新菱冷熱工業（株） 東京都新宿区四谷１－６－１ 加賀美　猛 四国支店 香川県高松市塩屋町８－１ 香川　義和

（株）水機テクノス 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 古川　徹 九州支店 福岡県福岡市博多区吉塚１－２７－１７ 宮崎　龍一

水道機工（株） 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 古川　徹　 大阪支店 大阪府吹田市江坂町１－２３－２６ 上村　剛弘

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区港南１－７－１８ 池口　学 高松営業所 香川県高松市多肥下町１５２４－９ 佐藤　行範

須賀工業（株） 東京都台東区上野５－１８－１０ 津田　端孝 四国支店 香川県高松市寿町１－３－２日進高松ビル 河部　和生

（株）スポーツテクノ和広 東京都南大井３－６－１８ 高松　保雄 広島営業所 広島県広島市安佐南区祇園３－４６－５ 前薗　稿弥

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田７－１０－４ 永井　貴徳 大阪支店 大阪府大阪市北区中之島２－３－３３ 井本　秀樹

（株）精研 大阪府大阪市中央区南船場２－１－３ 上野　俊信 四国営業所 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜２４２ 武地　通夫

（株）正興電機製作所 福岡県福岡市博多区東光２－７－２５ 添田　英俊 四国営業所 香川県高松市寿町２－２－１０ 福永　孝

（株）清流メンテナンス 大阪府吹田市垂水町３－５－９ 宮沢　亨治

積水ハウス（株） 大阪府大阪市北区大淀中１－１－８８ 仲井　嘉浩 徳島営業所 徳島県徳島市中洲町１－８－１ 宮本　潤一

（株）錢高組 大阪府大阪市西区西本町２－２－４ 銭高　久善 四国支店 香川県高松市紺屋町５－５ 壽見　修

第一工業（株） 東京都千代田丸の内３－３－１ 篠原　直男 四国営業所 香川県高松市藤塚町１－２－１ 岸上　昌弘

大一電気工業（株） 香川県高松市松福町２－４－６ 長瀬　裕亮

大栄環境（株） 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２－２－４ 金子　文雄

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢１－９－１ 大亀　裕

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町２－５－２８ 村尾　和則 中四国支店 香川県高松市番町１－２－２６ 栗光　克典

大成温調（株） 東京都品川区大井１－４９－１０ 水谷　憲一 四国営業所 香川県高松市丸の内１０－２７ 加門　孝浩

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００大阪駅前第３ビル 鈴木　仁 四国支店 香川県高松市番町１－１－５ニッセイ高松ビル 下中　政之

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 相川　善郎 四国支店 香川県高松市サンポート２－１ 西山　秀樹

ダイダン（株） 大阪府大阪市西区江戸堀１－９－２５ 藤澤　一郎 四国支店 香川県高松市本町６－１７ 天野　康博

大鉄工業（株） 大阪府大阪市淀川区西中島３－９－１５ 荻野　浩平 四国支店 香川県高松市錦町１－１－３ 梶原　一朗



大東産業（株） 香川県高松市香西南町１０２－４ 渡辺　圭一郎 徳島営業所 徳島県徳島市津田本町５－７３２－１ 藤枝　篤郎

大日本土木（株） 岐阜県岐阜市宇佐南１ー３ー１１ 馬場　義雄 中四国支店 広島県広島市南区的場町１－２－１９ 赤松　敏也

ダイハツディーゼル（株） 大阪府大阪市北区大淀中１－１－３０ 堀田　佳伸 四国支店 愛媛県今治市近見町３－６－４２ 井上　義一

大豊建設（株） 東京都中央区新川１－２４－４ 大隅　健一 四国営業所 徳島県徳島市中前川町４－２４－２ 金舛　剛史

大豊産業（株） 香川県高松市寿町１－１－１２ 乾　和行

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３－３－５ 芳井　敬一 徳島支店 徳島県徳島市山城西１－５ 満恵川　浩嗣

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋２－１－３６ 森田　俊作 徳島営業所 徳島県徳島市万代町２－４－７ 瀧本　雅博

タカオ（株） 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７－１ 高尾　典秀

高砂熱学工業（株） 東京都新宿区新宿６－２７－３０ 小島　和人 四国営業所 香川県高松市寿町１－１－８日本生命高松駅前ビル 安田　純一

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町４－１－１３ 佐々木　正人 四国支店 香川県高松市西内町１２－１１ 原　径一

（株）竹中土木 東京都江東区新砂１－１－１ 竹中　康一 四国支店 香川県高松市西内町１２－１１ 吉田　稔

谷口建設興業（株） 香川県高松市上林町４７３－１ 谷口　邦彦

タニコー（株） 東京都品川区戸越１－７－２０ 谷口　秀一 徳島営業所 徳島県徳島市川内町榎瀬７５７－２２ 山口　仁

（株）丹青社 東京都港区港南１－２－７０ 高橋　貴志 関西支店 大阪府大阪市北区大深町３－１ 大岩　典文

中央電機工業（株） 香川県高松市多肥上町３０９－５ 日下　博史

（株）中国パラテックス 岡山県岡山市南区新保１１１６－７ 前川　直樹

（株）中電工 広島県広島市中区小網町６－１２ 迫谷　章 高松営業所 香川県高松市中央町１７－２５ 佐藤　午郎

長久築炉工業（株） 愛媛県伊予郡砥部町重光１６０－１ 坂口　俊也

千代田興産（株） 福岡県福岡市中央区白金２－５－１６ 前谷　博久 四国支店 香川県高松市西内町４－６ 徳本　鉄也

月島機械（株） 東京都中央区晴海３－５－１ 福沢　義之 大阪支社 大阪府大阪市中央区瓦町３－６－５ 鈴木　伸尚

（株）都村製作所 香川県仲多度郡琴平町榎井５９０ 都村　尚志

（株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見４－１６－４０ 辻本　治 四国支店 香川県高松市多肥下町１５５４－２８ 坂本　幸治

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下１－１－３ 三門　克彰

テスコ（株） 東京都千代田区西神田１－４－５ 高橋　久治

鉄建建設（株） 東京都千代田区神田三崎町２－５－３ 伊藤　泰司 四国営業所 香川県高松市錦町１－１１－２４ 石川　善彦

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内３－３－１ 近藤　忠登史 広島支店四国営業所 愛媛県松山市山越５－８－３ 渡辺　伸一

（株）電業社機械製作所 東京都大田区大森北１－５ー１ 村林　秀晃 四国支店 香川県高松市兵庫町８ー１ 山元　裕治

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿３－７－１ 秋山　優樹 四国支店 香川県高松市丸の内４－９ 末吉　孝一郎

東亜道路工業（株） 東京都港区六本木７－３－７ 森下　協一 四国支店 愛媛県西条市小松町新屋敷甲１２１６ー４ 井上　滋夫

東海鋼管（株） 愛知県名古屋市南区桜台２－５－２４ 乾　公昭 松山営業所 愛媛県松山市本町２－４－３１ 福本　賢司

東海リース（株） 大阪府大阪市北区天神橋２－北２－６ 塚本　博亮 岡山支店 岡山県岡山市東区西大寺新地字新作３８３－１２ 稲垣　潤

東京計器（株） 東京都大田区南蒲田２－１６－４６ 安藤　毅 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西宮原１－７－２６ 石橋　二郎

（株）東光高岳 東京都江東区豊洲５－６－３６ 武部　俊郎 四国営業所 香川県高松市寿町１－２－５ 久保田　豊

東光電気工事（株） 東京都千代田区西神田１－４－５ 青木　宏明 四国営業所 香川県高松市福岡町３－２７－２１ 立石　光弘

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４ 今野　貴之 四国支社 香川県高松市寿町２－２－７ 堀口　文彦

東芝エレベータ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４ 柳瀬　悟郎 四国支店 香川県高松市朝日町２－２－２２ 花田　仁男

東芝プラントシステム（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４ 原園　浩一 四国営業所 香川県高松市寿町２－２－７ 福田　豊

東芝ライテック（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４ 平岡　敏行 関西システム営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋４ー３ー７ 香川　孝行

東邦化工建設（株） 静岡県駿東郡長泉町上土狩字高石２３４ 原田　茂彦 徳島事業所 徳島県徳島市応神町吉成字只津３７－４ 寺島　拓哉

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 武澤　恭司 徳島営業所 徳島県徳島市昭和町５－５ 浅野　正利

（株）トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３－２３ 山村　健一郎

徳寿工業（株） 香川県高松市福岡町２－５－１０ 坂谷　英志郎 徳島営業所 徳島県板野郡松茂町中喜来字蔵野２２－１６ 南　勝弘

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀２－８－５ 大谷　清介 四国支店 香川県高松市塩上町２－８－１９ 永田　武久

飛島建設（株） 東京都港区港南１－８－１５ 乘京　正弘 四国支店 香川県高松市田町１１－５ 白倉　正敏

（株）豊浦浚渫 兵庫県西宮市西宮浜２－２１－３ 嶋城　隆彦

ドリコ（株） 東京都中央区日本橋２－１３－１０ 鮫島　修 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島５－１４－５ 鳥居　赳志

（株）酉島製作所 大阪府高槻市宮田町１－１－８ 原田　耕太郎 高松支店 香川県高松市寿町１－１－１２ 太田　浩司

内海プラント（株） 岡山県岡山市東区楢原５１０ 安東　佳子

（株）ナカボーテック 東京都中央区新川２―５―２ 木村　浩 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原３―５―２４ 林　芳次



西日本電信電話（株） 大阪府大阪市都島区東野田町４－１５－８２ 小林　充佳 徳島支店 徳島県徳島市西大工町２－５－１ 佐々木　保彰

（株）西原環境 東京都港区海岸３－２０－２０ 西原　幸志 関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島３－９－１２ 森　元裕

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦３－６－１８ 月橋　伸夫 高松営業所 香川県高松市木太町５８７－９ 上田　祥吾

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門１－１７－１ 高瀬　伸利 四国支店 香川県高松市番町３－８－１１ 田中　顕二

（株）日進機械 香川県高松市一宮町７４４－１ 常盤　朝一

日新電機（株） 京都府京都市右京区梅津高畝町４７ 松下　芳弘 四国支店 香川県高松市番町１－６－１ 八木　信行

日東河川工業（株） 香川県高松市中央町５－３ 向阪　敬

日本オーチス・エレベータ（株） 東京都文京区本駒込２－２８－８ 山上　浩 四国支店 香川県高松市番町１－６－１ 刀祢　友祐

日本電気（株） 東京都港区芝５－７－１ 森田　隆之 四国支社 香川県高松市中野町２９－２ 河田　一夫

日本電設工業（株） 東京都台東区池之端１－２－２３ 土屋　忠巳 四国支店 香川県高松市本町７－１７ 小西　将道

日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 石井　敏行 徳島営業所 徳島県板野郡板野町矢武字南川窪１７－２ 高橋　伸定

日本トーター（株） 東京都港区港南２－１６－１ 平田　和稔

（株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３ 有馬　浩史 四国営業所 香川県高松市中新町２－９ 吉村　寿比光

（株）日本管財環境サービス 兵庫県西宮市池田町９－７ 降矢　直樹

日本橋梁（株） 大阪府大阪市西区江戸堀１－９－１ 坂下　清信 大阪営業所 大阪府大阪市西区江戸堀１－９－１ 大山　浩伸

日本原料（株） 神奈川県川崎市川崎区東田町１－２ 齋藤　安弘 関西支店 大阪府大阪市中央区内本町１－３－５ 瀬田　和俊

日本国土開発（株） 東京都港区赤坂４－９－９ 朝倉　健夫 四国営業所 香川県高松市城東町１－６－２６ 日下　正明

日本体育施設（株） 東京都中野区東中野３－２０－１０ 小松　和幸 四国営業所 香川県高松市鶴市町８７７－７Ｃ１０１ 多田羅　裕

日本ファブテック（株） 茨城県取手市下高井１０２０ 野上　勇 大阪営業所 大阪府大阪市西区土佐堀１－３－７ 秋山　忠平

日本フィールドシステム（株） 岡山県津山市高尾５７３－１ 鈴木　誠

日本ベンダーネット（株） 東京都千代田区飯田橋４－８－３ 竹野　博己

日本防蝕工業（株） 東京都大田区南蒲田１－２１－１２ 佐藤　元彦 大阪支店 大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０ＯＡＰタワー 森　勇造

日本無線（株） 東京都中野区中野４－１０－１ 小洗　健 四国支店 香川県高松市寿町２－３－１１ 金子　堅司

日本メックス（株） 東京都中央区新富２－１４－４ 臼井　賢 四国支店 愛媛県松山市一番町１－１５－２ 前田　天成

（株）ノバック 兵庫県姫路市北条１－９２ 立花　充 四国支店 香川県高松市中央町１７－２８ 森近　勝己

（株）乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４ 榎本　修次

長谷川体育施設（株） 東京都世田谷区太子堂１－４－２１ 仁ノ平　俊和 徳島営業所 徳島県鳴門市鳴門町三ツ石字南大手１４－１６－２－１Ｂ 霜　昌憲

パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見２－１－６１ 藤井　和夫 中国・四国支店 広島県広島市中区中町７－１ 宮嶋　俊幸

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座８－２１－１ 樋口　素行 現場ソリューションカンパニー　西日本社 大阪府大阪市淀川区宮原４－５－４１ 山口　和洋

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海２－５－２４ 森　拓也 四国営業所 香川県高松市番町２－１７－１５ 高橋　寛正

（株）日立インダストリアルプロダクツ 東京都千代田区外神田１－５－１ 小林　圭三 四国営業所 香川県高松市中央町５－３１ 納田　啓司

（株）日立国際電気 東京都港区西新橋２－１５－１２ 佐久間　嘉一郎 四国支店 高知県高知市駅前町５－５ 遠藤　大祐

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内１－６－６ 小島　啓二 四国支社 香川県高松市紺屋町９－６ 甲斐　健郎

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 三野　禎男

（株）日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町２－１０１ 光冨　眞哉 四国支社 香川県高松市寿町１－３－２ 破戸　強

（株）日立プラントメカニクス 東京都豊島区東池袋３－１－１ 中尾　剛 関西支店 大阪府大阪市中央区本町１－８－１２ 中尾　俊明

ヒビノスペーステック（株） 東京都港区海岸２－７－７０ 小林　瑞夫 大阪営業所 大阪府大阪市中央区北浜２－５－１３北浜平和ビル７階 平澤　良明

（株）藤木工務店 大阪府大阪市中央区備後町１－７－１０ 藤木　玄三 四国支店 香川県高松市上福岡町７７８－１ 川口　英樹

フジケンエンジニアリング（株） 愛媛県松山市古三津２－１６－３ 松本　陵志

富士建設工業（株） 新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６ 鳴海　利彦

富士産業（株） 大阪府大阪市住之江区南港北２－１－１０ 栗田　隆志 高知支店 高知県土佐市蓮池２０８９ 田井　正人

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ケ谷４－２５－２ 奥村　洋治 四国支店 香川県高松市太田下町２２７４－３ 川上　正晴

（株）富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７ 斎藤　悦郎 四国支店 香川県高松市一宮町２５８－１ 山脇　真一

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県横浜市西区高島１－１－２ 志真　哲夫 徳島営業所 徳島県徳島市かちどき橋２－２９－１ 川瀬　祐司

富士通フロンテック（株） 東京都稲城市矢野口１７７６ 川上　博矛 西日本支社 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３大阪東京海上日動ビルディング８階 沼田　和美

フジテック（株） 東京都港区白金１－１７－３ 内山　高一 四国営業所 香川県高松市寿町１－４－３ 藤本　義信

富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ 日下　高 高松営業所 香川県高松市今里町１－２３－２１ 横山　太

藤吉工業（株） 愛知県名古屋市中村区太閤４－２－８ 加藤　靖始

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２－８ 角　尚宣



扶桑電通（株） 東京都中央区築地５－４－１８ 有冨　英治 四国支店 香川県高松市天神前１０－１ 中出　芳裕

（株）フソウメンテック 香川県高松市郷東町７９２－１０５ 西堀　直人

（株）不動テトラ 東京都中央区日本橋小網町７－２ 奥田　眞也 四国支店 香川県高松市寿町２－２－１０ 小飼　喜弘

文化シヤッターサービス（株） 東京都豊島区西巣鴨４－１４－５ 中島　省吾 中四国サービス支店 広島県広島市南区出島２－４－４９ 山藤　丈知

豊国工業（株） 広島県東広島市西条町御薗宇６４００－３ 金谷　俊宗 中四国支店 広島県東広島市西条町御薗宇６４００－３ 米川　博之

ホシザキ四国（株） 香川県高松市紺屋町３－３ 青木　浩

（株）本間組 新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００－３ 本間　達郎 四国支店 香川県高松市西の丸町７－３ 品田　徹

（株）前川製作所 東京都江東区牡丹３－１４－１５ 前川　真

（株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５－１１ 絹笠　淳 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 山城　龍紀

前澤工業（株） 埼玉県川口市仲町５－１１ 宮川　多正 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 渡邉　芳久

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見２－１０－２ 前田　操治 四国支店 香川県高松市寿町１－１－１２ 日野　裕二

（株）前田産業 熊本県熊本市南区野田３－１３－１ 木村　洋一郎

丸茂電機（株） 東京都千代田区神田須田町１－２４ 丸茂　英津子 大阪営業所 大阪府大阪市北区西天満４－１１－２３ 松葉　博文

美津濃（株） 大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 水野　明人

（株）ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町１５－１ 井田　建 松山営業所 愛媛県松山市北井門２－１－１４－２ 芹川　一也

三井住友建設（株） 東京都中央区佃２－１－６ 近藤　重敏 徳島営業所 徳島県徳島市川内町上別宮東１８－１ 田中　宏明

（株）三井三池製作所 東京都中央区日本橋室町２－１－１ 中村　元彦 大阪支店 大阪府大阪市西区靱本町１－１１－７ 小野　英明

三菱化工機（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０　ソリッドスクエア東舘 中田　利一 大阪支社 大阪府大阪市中央区今橋２－５－８ 岸田　弘幸

三菱電機（株） 東京都千代田区丸の内２－７－３ 漆間　啓 四国支社 香川県高松市寿町１－１－８ 黒澤　豊司

三菱電機システムサービス（株） 東京都世田谷区太子堂４－１－１ 山本　雅之 四国支店 香川県高松市花園町１－９－３８ 楠村　祥文

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川７－１９－１ 松本　匡 四国支社 香川県高松市番町１－６－１ 鈴木　利明

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５－２４－８ 市川　誠 西日本本部四国支社 香川県高松市古新町３－１ 石田　正延

宮地エンジニアリング（株） 東京都中央区日本橋富沢町９－１９ 永山　弘久 関西支社 大阪府大阪市西区靭本町１－８－２ 塚本　啓一

（株）宮本工業所 富山県富山市奥田新町１２－３ 宮本　芳樹

（株）ミライト 東京都江東区豊洲５－６－３６ 中山　俊樹 四国支店 香川県高松市林町２５４９－５ 山地　則昭

（株）村上製作所 香川県高松市新田町甲２９７－１ 村上　幸平

村本建設（株） 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１－１ 村本　吉弘 中国支店 広島県広島市中区上八丁堀８－２０ 岡村　哲文

（株）明電エンジニアリング 東京都品川区大崎３－７－９ 栗原　克己 四国営業所 香川県高松市観光通２－２－１５ 湯谷　俊幸

（株）明電舎 東京都品川区大崎２－１－１ 三井田　健 四国支店 香川県高松市紺屋町９－６ 松岡　薫

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町１－２５ 山口　賢二 高松営業所 香川県高松市兵庫町８－１ 岡戸　英治

（株）ＭＥＣＸ 埼玉県さいたま市西区三橋６－７０ 真田　昭彦

（株）守谷商会 東京都中央区八重洲１－４－２２ 加藤　弘 四国支店 香川県高松市寿町２－１－１ 松川　裕和

森松工業（株） 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 松久　晃基 高松営業所 香川県高松市伏石町２１３０－１ 葉山　郁夫

（株）安川電機 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－１ 小笠原　浩 大阪支店 大阪府大阪市北区堂島２－４－２７ 山田　正剛

安田（株） 岐阜県岐阜市鶴田町３－２４ 安田　哲哉 松山支店 愛媛県松山市空港通５－８－１ 井上　大輔

（株）矢野製作所 香川県三豊市財田町財田上４４５１ 堀田　一仁

ヤマハサウンドシステム（株） 東京都中央区日本橋箱崎町４１－１２ 武田　信次郎 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島４－７－１８ 岸本　一史

ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪府大阪市北区鶴野町１－９ 山本　哲也 高松支店 香川県高松市国分寺町新居５０８－２ 南　英智

（株）有電社 東京都新宿区西新宿７－７－３０ 伊丹　一弘 四国営業所 香川県高松市寿町２－２－７ 奥谷　勝己

優和環境開発（有） 高知県高知市塩田町８－２４ 和田　優

寄神建設（株） 兵庫県神戸市兵庫区七宮町２－１－１ 寄神　正文 四国営業所 香川県高松市西の丸町１２－３ 鶴田　宣隆

四電エナジーサービス（株） 香川県高松市亀井町７－９ 高橋　克己

四電エンジニアリング（株） 香川県高松市上之町３－１－４ 原田　雅仁 徳島支店 徳島県徳島市西須賀町下中須７９－１ 生野　護

（株）四電工 香川県高松市花ノ宮町２－３－９ 関谷　幸男 徳島支店 徳島県徳島市中前川町５－１－１１５ 松本　孝功

ライト工業（株） 東京都千代田区九段北４－２－３５ 阿久津　和浩 四国営業所 愛媛県松山市小坂２－７－１５ 中内　武司

ラサ商事（株） 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１１－５ 井村　周一 大阪支店 大阪府大阪市北区中之島２－２－２ 長谷川　幸雄

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町１－４－１０ 森川　浩 広島支店 広島県広島市中区大手町３－８－１ 松田　学

りんかい日産建設（株） 東京都港区芝２－３－８ 山口　竹彦 四国支店 香川県高松市番町２－１７－１５ 田和　俊介

若築建設（株） 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 烏田　克彦 四国支店 香川県高松市藤塚町１－２－１ 岩田　功輔


