
土木一式工事

（五十音順）

番号

1 ㈱アーク東海 特定 秋山建設 一般 オータ機工㈱ 一般

2 池村建設㈱ 特定 ㈱アサノ建工 一般 ㈲カワムラ 一般

3 ㈱エコワーク 特定 ㈲アスカエンジニア 一般 光明建設 一般

4 大石建設㈱　島田支店 特定 ㈱アスク長谷川 一般 ㈱渋谷土木工業 一般

5 大河原建設㈱ 特定 大井建設㈱ 一般 信栄建設㈱ 一般

6 ㈱大塚 特定 ㈱太田 一般 ナカダ産業㈱ 特定

7 ㈱金谷工務店 特定 ㈱河村組 一般 萩下建設㈱ 一般

8 亀山建設㈱ 一般 栗原建材産業㈱ 一般 ㈲牧野設備 一般

9 ㈱グロージオ 特定 ㈱Ｋ－Ｏｎｅ 一般 森下商事㈱ 特定

10 興和建設㈱ 特定 ㈱ケンコー 一般 ㈱百合草建設 一般

11 静和工業㈱　西部営業所 特定 ㈱五建 一般

12 ㈱田崎組 特定 ㈱小桜建設工業 一般

13 ㈱特種東海フォレスト 特定 ㈱小島建材 一般

14 ㈱中林建設 特定 ㈱三成 一般

15 花菱建設㈱　島田支店 特定 三友クリエイト㈱ 一般

16 ㈱原小組 特定 ㈱杉本組 特定

17 マルキ建設㈱ 特定 ㈱鈴竹 一般

18 ㈱丸紅 特定 ㈱増商 特定

19 三村建設㈱ 特定 大和工建㈱ 特定

20 山岸建設㈱ 特定 高橋建設㈱ 一般

21 ㈲中部工建 一般

22 ㈱ドリーム・クリエイト 一般

23 ㈲ハギワラ 一般

24 ㈱畠山組 一般

25 ㈱羽田工務店 一般

26 浜建工業㈱ 一般

27 ファクト㈱ 一般

28 ㈱ヨコケン 一般

A B C

（R4.12.12～R5.6.30）



建築一式工事

（五十音順）

番号

1 ㈱アーク東海 特定 イエモク建成工業㈱ 一般 ㈲アスカエンジニア 一般

2 アクトホーム㈱ 一般 大井建設㈱ 一般 ㈱Ｆ－ｓｔｙｌｅ　Ｐｌａｎ 一般

3 大河原建設㈱ 特定 ㈱尾坂工務店 特定 ㈲カワムラ 一般

4 ㈱グロージオ 特定 信栄建設㈱ 一般 栗原建材産業㈱ 一般

5 ㈱小桜建設工業 特定 駿河ホームサービス㈱ 一般 ㈱建日庵数奇屋部 一般

6 ㈱特種東海フォレスト 特定 ㈱ダイケン工務店 一般 興和建設㈱ 一般

7 ㈱中尾建設工業 特定 大和工建㈱ 特定 ㈱杉本組 一般

8 ㈲中村住宅 一般 ㈱増商 特定

9 ㈲藤原建築 一般 ㈱中林建設 一般

10 ㈱丸紅 一般 ㈱日本住宅 一般

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A B C

（R4.12.12～R5.6.30）



電気工事

（五十音順）

番号

1 ㈱暁電工 特定
㈱エム・エー・フジタ　島田支
店

一般

2 ㈱太田 一般 大井建設㈱ 一般

3 ㈱五和電機 一般 島田防災設備㈱ 一般

4 ㈱寿電機 一般 ㈲名取サービス 一般

5 ㈱シズデン　中部支店 特定 ㈱日本防災システム 一般

6 ㈱増商 特定 ㈲牧野設備 一般

7 高橋電気工業㈱ 特定 諸田電気商会 一般

8 ㈱特種東海フォレスト 特定

9 ㈱豊国電気 一般

10 ㈲明工電気 一般

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A B  

（R4.7.1～R5.6.30）



管工事

（五十音順）

番号

1 朝日設備㈱ 特定 ㈲天野冷熱 一般

2 ㈱エクノスワタナベ　島田営業所 特定 ㈲カワムラ 一般  

3 ㈱エム・エー・フジタ　島田支店 特定 興和建設㈱ 一般

4 大井建設㈱ 一般 ㈱五光設備 一般

5 ㈱太田 一般 三友クリエイト㈱ 一般

6 ㈱増商 特定 島田防災設備㈱ 一般

7 ㈱特種東海フォレスト 特定 ㈱杉本組 一般

8 ㈲名取サービス 一般 ㈱中林建設 一般

9 日管㈱　島田営業所 特定 浜建工業㈱ 一般

10 ㈲牧野設備 一般 ㈱松本興管 一般

11 森下商事㈱ 特定 マルキ建設㈱ 一般

12 山岸建設㈱ 一般

13 山本管工 一般

14

15

16

17

18

19

20

BA  

（R4.12.12～R5.6.30）



水道施設工事

（五十音順）

番号

1 ㈱アーク東海 特定 ㈱太田 一般 朝日設備㈱ 特定

2 池村建設㈱ 特定 ㈲カワムラ 一般 ㈱エコワーク 特定

3 大井建設㈱ 一般 三友クリエイト㈱ 一般 大石建設㈱　島田支店 特定

4 大河原建設㈱ 特定 ㈱中林建設 特定 ㈱大塚 特定

5 ㈱グロージオ 特定 ㈱畠山組 一般 亀山建設㈱ 一般

6 ㈱ケンコー 一般 山本管工 一般 ㈱河村組 一般

7 興和建設㈱ 特定 ㈱五建 一般

8 ㈱杉本組 特定 ㈱小島建材 一般

9 ㈱増商 特定 ㈱三成 一般

10 ㈱特種東海フォレスト 特定 ㈱鈴竹 一般

11 花菱建設㈱　島田支店 特定 静和工業㈱　西部営業所 特定

12 浜建工業㈱ 一般 大和工建㈱ 特定

13 ㈲牧野設備 一般 高橋建設㈱ 一般

14 ㈱丸紅 特定 ㈱田崎組 特定

15 森下商事㈱ 特定 ㈱ドリーム・クリエイト 一般

16 ファクト㈱ 一般

17 マルキ建設㈱ 特定

18 三村建設㈱ 特定

19 山岸建設㈱ 特定

20 ㈱ヨコケン 一般

A B C

（R4.12.12～R5.6.30）



舗装工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （五十音順）

番号

1 ㈱アーク東海 特定

2 池村建設㈱ 特定

3 ㈱エコワーク 特定

4 大井建設㈱ 一般

5 大石建設㈱　島田支店 特定

6 大河原建設㈱ 特定

7 ㈱大塚 特定 　

8 ㈱グロージオ 特定 　

9 ㈱ケンコー 一般

10 興和建設㈱ 特定 　

11 ㈱小島建材 一般

12 ㈱三成 一般 　

13 静和工業㈱　西部営業所 特定 　

14 ㈱増商 特定 　

15 高橋建設㈱ 一般 　

16 ㈱田崎組 特定 　

17 ㈱特種東海フォレスト 特定 　

18 ㈱中林建設 特定

19 ㈱畠山組 一般 　

20 花菱建設㈱　島田支店 特定 　

21 ㈱原小組 特定 　

22 マルキ建設㈱ 特定 　

23 ㈱丸紅 特定 　

24 三村建設㈱ 特定 　

25 山岸建設㈱ 特定 　

（R4.7.1～R5.6.30）

（土木一式工事及び舗装工事入札参加登録者）


