
令和５・令和６年度

番号 会社名 本社住所 委任先名

奈義町建設工事指名願有資格者名簿

1 株式会社芦田建設 岡山県勝田郡奈義町滝本４９番地

2 四国環境整備興業株式会社 愛媛県今治市国分１丁目１番１８号

3 株式会社田村工務店津山 岡山県津山市金井４８番地

4 株式会社五月工建 岡山県津山市小原１２７番地

5 山陽技研株式会社 岡山県岡山市北区青江4丁目8番1号

6 梶岡建設株式会社 岡山県真庭市上市瀬１６６番地

7 株式会社奥野組 岡山県岡山市北区北方一丁目１番６号

8 中国防災工業株式会社 岡山県苫田郡鏡野町土居249番地1

9 株式会社山都屋 岡山県岡山市中区門田文化町2丁目11番51号 株式会社山都屋　津山営業所

10 日交安全施設株式会社 岡山県津山市押入１２１９番地

11 株式会社大本組 岡山県岡山市北区内山下一丁目１番１３号 株式会社大本組　岡山支店

12 岡山電業株式会社 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目８番13号

13 株式会社テクアノーツ 埼玉県川口市芝下1丁目1番3号

14 株式会社小山庭苑 岡山県岡山市中区沖元５８０番地の１０

15 極東興和株式会社 広島県広島市東区光町二丁目６番３１号 極東興和株式会社　岡山営業所

16 タニコー株式会社 東京都品川区戸越1丁目7番20号 タニコー株式会社　岡山営業所

17 池田電業株式会社 岡山県岡山市北区下伊福1丁目2番7号

18 田口舗装株式会社 岡山県津山市戸脇１２５５番地１

19 株式会社旭東道路 岡山県岡山市東区政津５４７番地の１

20 日本緑研株式会社 岡山県久米郡美咲町打穴中１０２５番地２

21 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 沖電気工業株式会社　中国支社

22 株式会社小田組 岡山県井原市芳井町川相２３０番地２

23 株式会社ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 株式会社ウォーターエージェンシー　姫路オペレーションセンター

24 ＯＥＣ株式会社 岡山県岡山市北区本町６番３６号

25 大東建託株式会社 東京都港区港南二丁目１６番１号

26 トヨタホーム岡山株式会社 岡山県岡山市北区久米161番地

27 松尾工業株式会社 岡山県真庭市赤野635番地の1

28 全管工株式会社 岡山県津山市林田町8番地1

29 株式会社きんでん 大阪府大阪市北区本庄東2丁目3番41号 株式会社きんでん　岡山営業所

30 ライト工業株式会社 東京都千代田区九段北４丁目２番３５号 ライト工業株式会社　岡山営業所

31 株式会社フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 株式会社フソウ　岡山営業所

32 有限会社杉本塗装 岡山県津山市小田中1871番地の1

33 不二道路工業株式会社 岡山県倉敷市連島町連島１９５７番地

34 株式会社アルス製作所 徳島県小松島市金磯町８番９０号

35 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社 大阪府大阪市北区大深町３番１号 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社　岡山ビジネス営業部

36 株式会社保安企画 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目32番地 株式会社保安企画　岡山営業所

37 河村商事株式会社 岡山県岡山市中区桑野511-1

38 横山電気株式会社 岡山県岡山市中区小橋町一丁目5番13号

39 アサヒ道路施設株式会社 岡山県岡山市中区倉田３８０番地

40 宮本建設株式会社 岡山県勝田郡勝央町豊久田126番地の1

41 株式会社　八光 岡山県真庭市西原３１番の８地

42 東洋熱工業株式会社 東京都中央区京橋2丁目5番12号 東洋熱工業株式会社岡山営業所

43 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 東京都荒川区荒川7丁目19番1号 三菱電機ビルソリューションズ株式会社　中国支社

44 中村建設株式会社 岡山県高梁市横町１５４１番地の５

45 広成建設株式会社 広島県広島市東区上大須賀町１番１号 広成建設株式会社　岡山支店

46 愛知時計電機株式会社 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目2番70号 愛知時計電機株式会社　大阪支店

47 エヌエス日進株式会社 岡山県岡山市中区倉田393番地の1

48 株式会社大原組 岡山県岡山市南区当新田１２８番地２
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49 株式会社カワイ 岡山県倉敷市早高118番地の1

50 株式会社フソウメンテック 香川県高松市郷東町792番地105

51 株式会社ＲＳＫサービス 岡山県岡山市北区丸の内2丁目1番10号

52 奥村建設株式会社 岡山県岡山市北区南方一丁目５番２号

53 株式会社菱川グリーン 岡山県真庭市開田１７２番地の３

54 矢田工業株式会社 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木1番地 矢田工業株式会社　広島営業所

55 株式会社三備電業社 岡山県新見市新見214番地の1

56 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番36号 大和リース株式会社　岡山支店

57 大森建設工業株式会社 岡山県岡山市北区今７丁目２３番１７号

58 株式会社電工社 岡山県岡山市北区高柳西町１１番３３号

59 株式会社ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 株式会社ピーエス三菱　岡山営業所

60 大久保体器株式会社 岡山県岡山市東区鉄４０９

61 株式会社大森工務店 岡山県倉敷市水島西栄町１０番２０号

62 株式会社松村電機製作所 東京都文京区根津2丁目12番1号 株式会社松村電機製作所　関西支店

63 日本植生株式会社 岡山県津山市高尾573番地の1

64 株式会社安藤・間 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社安藤・間　広島支店

65 株式会社高橋ポンプ設備工業 岡山県津山市押入566番地の1

66 理水化学株式会社 大阪府大阪市北区南森町1丁目4番10号 理水化学株式会社　大阪支店

67 パナソニックコネクト株式会社 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 パナソニックコネクト株式会社　現場ソリューションカンパニー西日本社

68 有限会社アサヒ道路 岡山県津山市二宮104番地の2

69 管清工業株式会社 東京都世田谷区上用賀1丁目7番3号 管清工業株式会社　大阪支店

70 サンセイ電機株式会社 岡山県岡山市北区牟佐1012番地の1

71 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 大成建設株式会社中国支店

72 株式会社ナイカイアーキット 岡山県倉敷市児島駅前１丁目１００番地

73 蜂谷工業株式会社 岡山県岡山市北区鹿田町１丁目３番１６号

74 旭電業株式会社 東京都世田谷区上馬二丁目２７番２３号 旭電業株式会社　津山支店

75 シンク・エンジニアリング株式会社 東京都目黒区自由が丘３丁目１６番１５号

76 三建設備工業株式会社 東京都中央区新川一丁目１７番２１号 三建設備工業株式会社　岡山営業所

77 株式会社藤山電気工学社 岡山県岡山市中区乙多見４４１番地１６

78 株式会社藤本塗装 岡山県津山市南方中６０６番地３ 株式会社藤本塗装　津山営業所

79 嶋池電気株式会社 岡山県倉敷市東塚２丁目１３番２５号

80 新明和工業株式会社 兵庫県宝塚市新明和町1番1号 新明和工業株式会社　流体事業部営業本部　岡山営業所

81 アイム電機工業株式会社 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石3番4号

82 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 東京都江東区豊洲三丁目3番9号 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社　中国支社

83 株式会社松村組 東京都千代田区三番町２番地 株式会社松村組　広島支店

84 第二建設株式会社 岡山県岡山市北区大和町一丁目１番３０号

85 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 東京都港区東新橋一丁目9番2号 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　西日本支店

86 ＪＦＥプラントエンジ株式会社 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号 ＪＦＥプラントエンジ株式会社　営業本部　西日本支店

87 株式会社テフコ 岡山県岡山市北区粟井２２００番地２

88 岡山機設株式会社 岡山県岡山市南区浜野四丁目5番4号

89 日本電設工業株式会社 東京都台東区池之端１丁目２番２３号 日本電設工業株式会社　中国支店　岡山営業所

90 電気興業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 電気興業株式会社　広島支店

91 株式会社森藤工業 岡山県勝田郡奈義町荒内西１３０番地の２

92 株式会社アクアスマート 広島県広島市安佐南区大塚西6丁目5番10号

93 アサヒ防災工事株式会社 岡山県久米郡美咲町北760番地

94 能美防災株式会社 東京都千代田区九段南４丁目７番３号 能美防災株式会社　岡山支社

95 有限会社尾高造園 岡山県美作市大井が丘700番地1528

96 株式会社竹中土木 東京都江東区新砂一丁目1番1号 株式会社竹中土木　広島支店
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97 岡山電気工事株式会社 岡山県津山市勝部1704番地の10

98 株式会社大和鉄工所 岡山県岡山市東区金岡西町１１０８番地の２

99 三井住友建設株式会社 東京都中央区佃２丁目１番６号 三井住友建設株式会社　広島支店

100 株式会社でんでん 岡山県倉敷市下庄１１２６番地６

101 峰南建設株式会社 岡山県苫田郡鏡野町上森原３２３番地

102 協立土建株式会社 岡山県岡山市北区幸町６番９号

103 株式会社ジーエス・ユアサフィールディングス 東京都大田区大森北四丁目8番１号 株式会社ジーエス・ユアサフィールディングス　岡山営業所

104 中島建設株式会社 岡山県津山市一方１２番地

105 株式会社中電工 広島県広島市中区小網町６番１２号 株式会社中電工　岡山統括支社

106 株式会社ミヨシ 岡山県勝田郡勝央町植月北1510番地

107 カジノン株式会社 岡山県岡山市北区番町一丁目11番25号

108 森山建設株式会社 岡山県津山市上横野４２３８番地

109 株式会社鏡水 岡山県苫田郡鏡野町香々美801番地

110 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 東京都文京区後楽二丁目6番1号 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　岡山営業所

111 株式会社森田鉄工所 埼玉県幸手市大字上吉羽2100番地33 株式会社森田鉄工所　大阪営業支店

112 株式会社エクステリア１０１ 岡山県岡山市北区大元上町７番１８号

113 株式会社和企画 岡山県津山市総社２番地２

114 ライフデザイン・カバヤ株式会社 岡山県岡山市北区中仙道二丁目９番１１号

115 栄光テクノ株式会社 岡山県岡山市南区新福二丁目7番20号

116 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市都島区東野田町４丁目１５番８２号 西日本電信電話株式会社　岡山支店

117 株式会社重藤組 岡山県岡山市南区福成3丁目6番22号

118 新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 新菱冷熱工業株式会社　岡山営業所

119 三恭電設株式会社 岡山県倉敷市東富井901番地1

120 木原興業株式会社 岡山県岡山市北区田町一丁目４番１５号

121 株式会社妹尾建設 岡山県津山市勝間田町２５番地の２

122 株式会社　木多電気設備 岡山県岡山市中区平井２丁目２３１２番地の１

123 新和建設株式会社 岡山県岡山市北区辰巳３６番地の１１４

124 株式会社前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町5番11号 株式会社前澤エンジニアリングサービス　大阪営業所

125 株式会社電気工営 岡山県岡山市南区中畦773番地

126 株式会社ソルコム 広島県広島市中区南千田東町2番32号 株式会社ソルコム　岡山支店

127 ワイテック工業株式会社 岡山県真庭市上水田３１３０番地１

128 株式会社日立ビルシステム 東京都足立区中川４丁目１６番２９号 株式会社日立ビルシステム中国支社

129 日本国土開発株式会社 東京都港区赤坂四丁目９番９号 日本国土開発株式会社　中国営業所

130 株式会社ＢＯＳＳ 岡山県岡山市南区浦安本町１３９－４

131 株式会社熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 株式会社熊谷組　中四国支店

132 株式会社橋本電気工業所 岡山県岡山市北区青江１丁目１３番５５号

133 有限会社板谷 岡山県岡山市北区今3丁目24番10号

134 藤田興業株式会社 岡山県岡山市南区藤田６７９番地

135 株式会社Ｂｅコム 岡山県津山市高野本郷１２７２番地５

136 作東土木運送株式会社 岡山県美作市江見４４８番地１

137 株式会社ハクスイ工業 岡山県岡山市南区新保1318番地の2

138 株式会社カザケン 岡山県倉敷市真備町箭田862番地12

139 株式会社芝岡 岡山県岡山市北区今８丁目２番５号

140 田中機電工業株式会社 岡山県岡山市北区横井上１６９６番地の２

141 株式会社笹山工業 岡山県岡山市中区倉田527番地11

142 土井建設株式会社 岡山県総社市総社一丁目1番50号

143 株式会社日圧機販 岡山県岡山市南区藤田２２１３番地の２

144 株式会社中国ネオ 広島県広島市西区庚午北二丁目６番２８号
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145 平松電気工事株式会社 岡山県岡山市南区福浜町13番28号

146 株式会社荒木組 岡山県岡山市北区天瀬４番３３号 株式会社荒木組　津山営業所・プレゼンテーションオフィス

147 日成ビルド工業株式会社 石川県金沢市金石北３丁目１６番１０号 日成ビルド工業株式会社　岡山支店

148 株式会社津山テント 岡山県津山市一方８番地の1

149 双葉電機株式会社 岡山県岡山市南区福成２丁目２３番１８号

150 株式会社都村製作所 香川県仲多度郡琴平町榎井590番地

151 中国建設工業株式会社 岡山県岡山市南区泉田二丁目７番２６号

152 中国電設工業株式会社 広島県広島市中区千田町三丁目10番5号 中国電設工業株式会社　岡山支店

153 株式会社グリーンベルト 岡山県津山市二宮1116番地1

154 清原電気水道工業株式会社 岡山県津山市中原６５番地の１

155 西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 西松建設株式会社　中国支店

156 株式会社ウォーターテック 東京都港区芝浦3丁目16番1号 株式会社ウォーターテック　広島営業所

157 下電造園土木株式会社 岡山県岡山市南区藤田561番地の8

158 株式会社明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 株式会社明電舎　関西支社

159 株式会社エーアンドエム 岡山県勝田郡奈義町高円１９２０番地１

160 栗原工業株式会社 大阪府大阪市北区南森町一丁目4番24号 栗原工業株式会社　岡山営業所

161 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 東京都港区東新橋一丁目５番２号 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　広島支社

162 アズビル株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 アズビル株式会社アドバンスオートメーションカンパニー　関西支社

163 株式会社櫛田電気 岡山県津山市平福595番地

164 スポーツスピリット株式会社 岡山県岡山市北区大元上町１３番５号（B）

165 山陽ロード工業株式会社 岡山県津山市下高倉西１２０３番地の１

166 山陽施設工業株式会社 岡山県岡山市北区久米２４８番地の１１

167 佐藤建設株式会社 岡山県勝田郡勝央町勝間田２２５番地の５

168 株式会社ジャクエツ 福井県敦賀市若葉町二丁目1770番地

169 ナカ重量株式会社 岡山県岡山市中区藤崎５６７番地３

170 田村工務店株式会社 岡山県津山市桑上21番地の1

171 エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 エクシオグループ　中国支店

172 大陽塗装工業株式会社 岡山県岡山市北区下伊福本町1番31号

173 株式会社安部日鋼工業 岐阜県岐阜市六条大溝３丁目１３番３号 株式会社安部日鋼工業　岡山営業所

174 株式会社まつもとコーポレーション 岡山県岡山市北区表町三丁目14番1号

175 株式会社サン・アドバンス 岡山県倉敷市福井２１２番地の２

176 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町１１番１号 株式会社荏原製作所　大阪支社

177 株式会社まつもとコーポレーション 岡山県岡山市北区表町三丁目14番1号 株式会社まつもとコーポレーション　美作営業所

178 日本フィールドシステム株式会社 岡山県津山市高尾５７３番地の１

179 戸田建設株式会社 東京都中央区八丁堀2-8-5 戸田建設株式会社　岡山営業所

180 森松工業株式会社 岐阜県本巣市見延1430番地の8 森松工業株式会社　広島営業所

181 アムコン株式会社 神奈川県横浜市港北区新羽町１９２６番地

182 さんもく工業株式会社 岡山県岡山市南区海岸通2丁目6番3号

183 美津吉商事株式会社 岡山県津山市一方194番地

184 長谷川体育施設株式会社 東京都世田谷区太子堂1丁目4番21号 長谷川体育施設株式会社　岡山営業所

185 有限会社中央塗装店 岡山県津山市総社８９４番地

186 オカツウエレクトロニクス株式会社 岡山県岡山市北区今７丁目５番６号

187 明和水門機工株式会社 岡山県岡山市北区今３丁目２１番２号

188 ミツワ電設株式会社 岡山県岡山市北区中原５１１番地の１

189 三要電熱工業株式会社 岡山県岡山市中区平井六丁目１１番２４号

190 土質工学株式会社 岡山県岡山市東区豊田195番地

191 渡辺機工株式会社 岡山県岡山市北区磨屋町１番６号

192 有限会社イマダ 岡山県美作市栄町45番地 有限会社イマダ奈義出張所
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193 株式会社前田サービス岡山 岡山県岡山市南区藤田５６４番地の１６３

194 株式会社川本 岡山県岡山市北区芳賀５３２０番地の１

195 株式会社近藤組 岡山県津山市高野山西2225番地の2

196 大成機工株式会社 大阪府大阪市北区梅田１丁目１番３－２７００号

197 浮田建設株式会社 岡山県津山市山下5番地

198 株式会社日立国際電気 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 株式会社日立国際電気　中国支店

199 勝栄建設株式会社 岡山県美作市栄町4番地の4

200 目黒建設株式会社 岡山県倉敷市生坂２６１番地６

201 株式会社メレック 岡山県岡山市北区島田本町１丁目２番２５号

202 美樹工業株式会社 兵庫県姫路市北条951番地1

203 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 綜合警備保障株式会社  岡山支社

204 株式会社藤原組 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸６２番地の５

205 タカオ株式会社 広島県福山市御幸町大字中津原1787番地の1

206 有限会社津山塗装 岡山県津山市川崎５５４番地

207 ジャトー株式会社 大阪府大阪市北区末広町１番２２号

208 株式会社オービス 広島県福山市松永町六丁目10番1号

209 日本無線株式会社 東京都中野区中野４丁目１０番１号 日本無線株式会社　中国支社

210 株式会社システムハウスアールアンドシー 東京都品川区東大井二丁目１３番８号 株式会社システムハウスアールアンドシー　岡山営業所

211 株式会社かんでんエンジニアリング 大阪府大阪市北区中之島６丁目２番２７号 株式会社かんでんエンジニアリング　姫路支店

212 株式会社真和塗装工業 岡山県岡山市北区高柳西町１番１５号

213 名興電機株式会社 岡山県岡山市中区藤崎549番地

214 大同機工株式会社 埼玉県戸田市新曽336番地

215 株式会社コトブキ 東京都港区浜松町1丁目14番5号 株式会社コトブキ　中四国支店

216 株式会社水処理管理センター 大阪府大阪市北区南森町1丁目4番10号

217 株式会社両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号

218 株式会社明電エンジニアリング 東京都品川区大崎五丁目５番５号 株式会社明電エンジニアリング　岡山営業所

219 水島土建株式会社 岡山県勝田郡勝央町東吉田４３番地の２

220 株式会社ガット 岡山県津山市山北７６４番地５

221 株式会社プロテック 広島県福山市南蔵王町六丁目18番40号

222 株式会社松田防水 岡山県津山市津山口３１２番地の１２

223 有限会社松本防災工業 岡山県津山市横山５８３番地３

224 備商株式会社 岡山県岡山市南区福成２丁目１９番６号

225 東亜建設工業株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 東亜建設工業株式会社　岡山営業所

226 株式会社いざなぎ創林 岡山県勝田郡奈義町高円1573番地1

227 株式会社フクデン 岡山県岡山市南区泉田２丁目６番１５号

228 中央建設株式会社 岡山県倉敷市吉岡２９３番地１

229 日本技研建設株式会社 岡山県岡山市北区野田二丁目4番1号

230 前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見２丁目１０番２号 前田建設工業株式会社　中国支店

231 株式会社佐藤管材工業 岡山県岡山市北区大内田830番地の2

232 有限会社フレヴァン 岡山県総社市井尻野552番地3

233 成好設備工業株式会社 岡山県津山市山北621番地の17

234 東洋建設株式会社 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 東洋建設株式会社　岡山営業所

235 株式会社富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長三丁目3番17号 株式会社富士通ゼネラル　中四国情報通信ネットワーク営業部

236 日立造船株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目7番89号

237 ダイダン株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番２５号 ダイダン株式会社　岡山支店

238 株式会社鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番1号 株式会社鴻池組　広島支店

239 扶桑電通株式会社 東京都中央区築地五丁目4番18号 扶桑電通株式会社　岡山営業所

240 日本電通株式会社 大阪府大阪市港区磯路２丁目２１番1号
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241 株式会社コウノ 岡山県津山市志戸部４３４番地３

242 株式会社河原緑建 岡山県津山市下田邑１０６９番地

243 株式会社勝山組 岡山県津山市上河原５１７番地の６

244 中国ニチレキ工事株式会社 広島県東広島市志和町別府816番地 中国ニチレキ工事株式会社　岡山営業所

245 株式会社小倉組 岡山県岡山市中区赤田８５番地

246 東亜道路工業株式会社 東京都港区六本木7丁目3番7号 東亜道路工業株式会社　岡山営業所

247 山陽エースライン工業株式会社 岡山県岡山市南区藤田３９４番地の２４

248 株式会社中電工 広島県広島市中区小網町６番１２号 株式会社中電工　津山営業所

249 メツキン産業株式会社 岡山県岡山市東区西大寺射越３６５番地の７

250 津山日本消防機具株式会社 岡山県津山市椿高下41番地

251 コムパス株式会社 岡山県岡山市北区下中野１２２２番地７

252 株式会社中電工エレテック岡山・鳥取 岡山県岡山市中区平井１１６４番地２

253 石川電制株式会社 岡山県勝田郡勝央町岡１０番地の１０

254 株式会社エイワン 岡山県津山市高野山西１４００番地の７

255 株式会社片岡電気工事 岡山県津山市志戸部７０３番地１

256 エスエヌ環境テクノロジー株式会社 大阪府大阪市港区弁天一丁目２番１号

257 株式会社ＪＴＥ 岡山県津山市総社608-2

258 株式会社明和技建 岡山県津山市大田８２９番地の１

259 株式会社吉田組 兵庫県姫路市広畑区正門通３丁目６番の２ 株式会社吉田組　中国支店

260 都築電気株式会社 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 都築電気株式会社　大阪オフィス

261 株式会社水機テクノス 東京都世田谷区桜丘5丁目48番16号 株式会社　水機テクノス　広島営業所

262 株式会社日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号

263 株式会社藤木工務店 大阪府大阪市中央区備後町1丁目7番10号 株式会社藤木工務店　倉敷支店

264 クリエイティブリンク株式会社 岡山県岡山市北区平野７６５番地１９

265 株式会社森産業 岡山県高梁市弓之町１８番地

266 中国化工建設株式会社 岡山県岡山市北区津高２６５番地６

267 大成設備株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 大成設備株式会社　中国支店

268 株式会社衣笠電水工業 岡山県美作市栄町124番地の1

269 森安建設株式会社 岡山県勝田郡奈義町柿４番地の１

270 株式会社戸川電工 岡山県倉敷市帯高６３３番地の３

271 朝日管工株式会社 岡山県岡山市北区今保６１番地

272 株式会社テクノ菱和 東京都豊島区南大塚２丁目２６番２０号 株式会社テクノ菱和　中国支店

273 株式会社九電工 福岡県福岡市南区那の川一丁目23番35号 株式会社九電工　岡山営業所

274 ＮＥＣフィールディング株式会社 東京都港区三田１丁目４番２８号 ＮＥＣフィールディング株式会社　岡山支店

275 株式会社山本工務店 岡山県津山市横山３９９番地１

276 片岡工業株式会社 岡山県新見市新見３２５番地

277 株式会社三幸工務店 岡山県岡山市北区津高１４０番地の３

278 アイサワ工業株式会社 岡山県岡山市北区表町一丁目５番１号 アイサワ工業株式会社　岡山支店

279 高砂熱学工業株式会社 東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号 高砂熱学工業株式会社　岡山営業所

280 株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 株式会社フジタ　広島支店

281 三晃工業株式会社 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号

282 株式会社中央設備 岡山県岡山市北区野殿西町448番地の4

283 株式会社三壽工業所 岡山県真庭市上水田3176番地

284 幸輝興業株式会社 岡山県倉敷市連島中央１丁目１番２１号

285 東亜興産株式会社 岡山県岡山市北区白石200番地の2

286 山岡建設株式会社 岡山県美作市福本３２２番地１

287 協和テクノロジィズ株式会社 大阪府大阪市北区中崎1丁目2番23号 協和テクノロジィズ株式会社　岡山事業所

288 株式会社ＢＥＡＧＬＥ 岡山県久米郡美咲町吉ケ原９９６番地
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289 株式会社西原環境 東京都港区海岸三丁目20番20号 株式会社西原環境　関西支店

290 岩水開発株式会社 岡山県岡山市南区福吉町18番18号

291 株式会社アートコーポレーション 岡山県岡山市南区大福908番地3

292 三宅建設株式会社 岡山県倉敷市笹沖３７４番地の１

293 有限会社山田塗工 岡山県津山市野介代1338-16

294 株式会社サンベルコ 岡山県岡山市東区升田５１９番１号
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