
建設工事

№ 会社名 所在地

あ 117 ㈱愛善商会 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-8-16

115 アイテック㈱ 大阪府大阪市北区梅田3-3-10

330 あおみ建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14

329 浅海電気気気気㈱ 大阪府大阪市北区西天満3-7-4

9 浅野環境ソリューション㈱　大阪支店 大阪府大阪市此花区西九条5-3-28

331 朝日企業㈱ 大阪府大阪市北区天満2-7-30

11 ㈱旭工建 大阪府泉南市岡田6-31-22

557 ㈱アネスト 大阪府泉大津市池園町6-7

333 新井建設㈱ 大阪府大阪市西淀川区大和田4-2-4

267 ㈱アレイサービス 大阪府東大阪市若江南町5-2-38

い 591 ㈲井倉建設 大阪府高石市綾園2-23-13

509 泉谷電気工事㈱ 大阪府泉大津市北豊中町2-3-1

165 泉㈱ 大阪府大阪市北区中之島3-3-3

595 泉環境整備㈱ 大阪府泉大津市臨海町2-1

573 ㈲市川工業 大阪府和泉市唐国町2-13-76

332 ㈱今重興産 大阪府堺市西区浜寺元町2-170

う 334 ㈱上野山塗工所　大阪支店 大阪府大阪市北区西天満3-6-35

177 ㈱ウォーターエージェンシー　南大阪営業所 大阪府富田林市錦織東3-11-5

え 335 永研機械工業㈱ 大阪府岸和田市極楽寺町2-2-29

547 ㈱永福 大阪府和泉市黒鳥町3-13-21

111 ㈱ＨＹＳエンジニアリングサービス　関西支店 大阪府大阪市中央区城見2-2-22

607 永和電気工業㈱ 大阪府泉大津市旭町12-17

56 ㈱エコ・テクノ　枚方支店 大阪府枚方市北山1-54-55

427 ㈱エス・ケイエンジニアリング 大阪府大阪市大正区南恩加島4-4-53

336 エスエヌ環境テクノロジー㈱ 大阪府大阪市此花区西九条5-3-28

107 ＮＥＣネッツエスアイ㈱　関西支社 大阪市中央区城見1-4-24

お 429 近江度量衡㈱ 滋賀県草津市東矢倉3-11-70

593 ㈱大阪グリーンセンター 大阪府和泉市万町149

213 大阪設備管理㈱ 大阪府堺市堺区出島海岸通4-7-16

337 大阪造園土木㈱ 大阪府大阪市北区堂山町14-20

338 ㈱大森工務店 大阪府堺市西区鳳中町9-4-26

559 オオヤ電機㈱ 大阪府和泉市府中町4-708-3

602 ㈲岡田電業 大阪府高石市東羽衣6-8-8

583 奥田電気工業㈱ 大阪府高石市加茂3-10-5

339 奥村組土木興業㈱ 大阪府大阪市港区三先1-11-18

340 ㈱落合工業所 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北1-5-42

か 40 海南エンジニアリング㈱ 愛知県愛西市本部田町鴨田83-6

341 株木建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区豊崎5-8-17

342 鎌長製衡㈱ 香川県高松市牟礼町牟礼2246

532 ㈱河合建材店 大阪府和泉市和気町1-2-3

270 ㈱カンキョウ 大阪府大阪市中央区南船場1-11-9

7 ㈱環協エンジニアリング 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町50番地

113 環境テクノス㈱　大阪支店 大阪府守口市藤田町2-15-10-201

201 関西機設㈱ 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-12-4

245 関西工業㈱ 大阪府堺市堺区松屋町2-63-2

343 関西土建㈱ 大阪府東大阪市足代3-5-21

141 関西日立㈱ 大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル４階

139 ㈱かんでんエンジニアリング　大阪南支店 大阪府堺市堺区三宝町7-363

き 344 岸本建設㈱ 大阪府摂津市昭和園9-13

345 機動建設工業㈱　関西支店 大阪府大阪市福島区福島4-6-31

346 木下建設㈱ 大阪府堺市西区浜寺船尾町西2-348

347 ㈱九電工　関西支店 大阪府大阪市中央区南船場2-9-8

348 協栄工業㈱ 埼玉県戸田市本町2-10-1

349 ㈱協榮リノベイション 大阪府大阪市東住吉区住道矢田6-16-9

579 ㈱共進 大阪府高石市綾園3-14-1



350 旭日電気工業㈱　大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12

64 極東開発工業㈱ 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45

320 極東サービス㈱　大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町5-9-1

351 清田軌道工業㈱ 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4 アクア堂島東館１０階

352 ㈱きんでん　大阪支社 大阪市北区末広町2-10

く 89 クボタ環境サービス㈱　大阪支社 兵庫県尼崎市浜1-1-1

353 クボタ機工㈱　大阪支店 兵庫県尼崎市浜1-1-1

354 ㈱熊谷組　関西支店 大阪府大阪市西区靱本町1-11-7

229 ㈱栗田機械製作所 大阪府大阪市西区境川2-1-44

205 ㈱クリタス　西日本支社 大阪府高槻市芥川町1-7-26

541 栗原工業㈱　大阪南支店 大阪府泉大津市なぎさ町6-1

569 ㈱車谷 大阪府泉大津市式内町10-22

571 車谷環境設備㈱ 大阪府泉大津市昭和町10-25

518 ㈱クロヒジ 大阪府高石市高砂1-8

け 355 ケイ・エイチ工業㈱ 大阪府堺市中区田園969-1

233 ㈱ケイディーエス 大阪府大阪市北区南森町2-4-1

こ 357 ㈱鴻池組　大阪本店 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1

501 小梅興業㈱ 大阪府泉大津市池園町15-37

425 コーナン建設㈱ 大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15

358 国誉建設㈱ 大阪府堺市中区深井沢町3252

356 コスモ建設㈱ 大阪府岸和田市西大路町165-1

359 ㈱五大コーポレーション 大阪府堺市堺区竜神橋町2-1-5

545 コニシエンジニアリング㈱ 大阪府泉大津市河原町5-28

87 小西防災設備㈱ 大阪府堺市堺区旭ケ丘南町4-4-34

さ 135 ㈱サクセス 大阪府泉佐野市上町1-4-10

360 佐藤工業㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜1-1-6

361 佐野塗装㈱　大阪支店 大阪府大阪市東淀川区淡路5-16-20

362 三協工業㈱　大阪支社 大阪府大阪市中央区南船場2-5-8

154 三広工業㈱ 大阪府八尾市太田新町6-26

58 三進金属工業㈱ 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-5-20

563 三星広芸㈱ 大阪府泉大津市板原町4-16-14

209 ㈱サンダ 大阪府堺市北区金岡町704-1

46 サンテクノサービス㈱ 大阪府大阪市北区南森町2-4-32

363 ㈱山洋塗工 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2-17-5

し 531 ㈱ＪＳＣコーポレーション 大阪府和泉市伯太町2-5-35-202

530 ＪＳＣテクノス㈱ 大阪府和泉市伯太町2-5-35-201

537 ㈱治兵衛 大阪府和泉市若樫町158-7

48 島津システムソリューションズ㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル14階

215 ㈲松和メンテナンス 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-12-59

364 ㈱新栄建設 大阪府大阪市天王寺区堀越町9-8 協進ビル４０２

365 ㈱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

366 新日本空調㈱　大阪支店 大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4

367 新和機械工業㈱ 大阪府岸和田市流木町405-1

す 370 水道機工㈱　大阪支店 大阪府吹田市江坂町1-23-26

167 水ｉｎｇエンジニアリング㈱　大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5 辰野新大阪ビル

せ 227 ㈱清流メンテナンス 大阪府吹田市垂水町3-5-9

318 世和建設㈱ 大阪府堺市堺区甲斐町西2-2-23

605 ㈱誠和総合産業 大阪府高石市千代田1-8-8

143 ㈱セイワプラント 大阪府大阪市住吉区長居4-5-18-104

567 成和緑地建設㈱ 大阪府和泉市黒鳥町3-25-22

369 ㈱銭高組　大阪支社 大阪府大阪市西区西本町2-2-4

561 ㈱泉紅園 大阪府高石市東羽衣7-5-6-201

517 ゼンシン電気設備㈲ 大阪府高石市西取石6-2-17

そ 611 ㈱惣一組 大阪府和泉市山荘町1338-1

396 ㈱創建 大阪府堺市西区鳳西町2-25-15

368 ㈱ソトムラ 大阪府東大阪市足代3-5-1

た 505 ターケーミー電機㈱ 大阪府高石市西取石3-9-18



371 ㈱第一テクノ　関西支店 大阪府大阪市北区大淀中1-4-16

588 大栄環境㈱ 大阪府和泉市テクノステージ2-3-28

372 大機エンジニアリング㈱ 大阪府大阪市西淀川区佃5-8-30

62 大興機工㈱ 大阪府東大阪市長田東5-1-14

550 大昇建設㈱ 大阪府泉大津市東豊中町2-3-2

373 大日本土木㈱　大阪支店 大阪府大阪市浪速区湊町1-4-38

231 ダイハツディーゼル㈱ 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30

521 大陽 大阪府和泉市善正町310

374 大容建設㈱ 大阪府堺市北区南花田町36-1

52 ㈱タカダ 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1200

66 ㈱タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33

423 ㈱タクマテクノス 東京都中央区日本橋本町1-5-6

610 橘一建設㈱ 大阪府和泉市府中町6-13-79

544 谷上好建材店 大阪府和泉市上代町734

ち 32 ㈱中央ポンプ製作所 大阪府守口市八雲中町3-13-71

て 527 ㈱Ｄ．Ｉ．Ｓ工業 大阪府和泉市太町263

235 ㈱デイケイケイサービス関西　泉南事業所 大阪府泉南市信達市場1341-1

44 テスコ㈱ 東京都千代田区西神田1-4-5

127 寺岡オート・ドアシステム㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区中津4-3-9

と 375 東亜建設工業㈱　大阪支店 大阪府大阪市西区靱本町1-4-12

376 東亜塗装工業㈱　大阪支店 大阪府大阪市東淀川区菅原7-7-10

428 東海鑿泉㈱ 大阪府大阪市西淀川区佃1-24-19

163 東芝インフラシステムズ㈱　関西支社 大阪府大阪市北区角田町8-1

95 東洋メンテナス㈱ 大阪府東大阪市本庄西1-10-24

38 東和クリーナー㈲ 大阪府大阪市西淀川区大和田4-1-16

30 ㈱トキト 大阪府堺市中区土師町4-5-17

99 都市クリエイト㈱ 大阪府高槻市紺屋町3-1-326

377 戸田建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市西区西本町1-13-47

378 飛島建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区道修町3-4-10

な 523 ㈱中尾清掃 大阪府高石市東羽衣7-3-17

551 中尾塗装㈱ 大阪府高石市綾園3-12-33

379 中川㈱ 大阪府大阪市北区本庄東3-5-14

513 ㈱中出興業 大阪府和泉市府中町6-5-9

380 ㈱ナカノフドー建設　大阪支社 大阪府大阪市西区阿波座2-4-23

381 中林建設㈱ 大阪府大阪市浪速区大国2-1-19

42 ナブコドア㈱　堺営業所 大阪府堺市堺区甲斐町西3-3-8

382 南海辰村建設㈱ 大阪府大阪市浪速区難波中3-5-19

に 592 西日本建設㈲ 大阪府高石市加茂2-3-18

520 ㈱西野建設 大阪府和泉市善正町323

383 ㈱西原環境　関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島3-9-12

522 ㈲西森電機 大阪府高石市東羽衣3-18-4

598 日興建設㈱ 大阪府和泉市箕形町3-9-16

553 日生建設㈱ 大阪府泉大津市東助松町4-3-2

8 日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱　西日本支社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33

384 日本ジッコウ㈱　大阪営業所 大阪府大阪市福島区吉野1-20-30 阪神野田駅前ビル４０１

28 日本オーチス・エレベータ㈱　西日本支社 大阪府大阪市中央区城見2-1-61

315 ㈱日本管財環境サービス 兵庫県西宮市池田町9-7

60 日本機械㈱ 大阪府大阪市中央区伏見町2-2-3

137 日本昇降機㈱ 大阪府大阪市城東区東中浜6-17-18

50 日本電気㈱　関西支社 大阪府大阪市中央区城見1-4-24

は 385 ㈱橋本建設 大阪府堺市西区浜寺船尾町西5-6

93 八光海運㈱ 大阪府南河内郡河南町一須賀453-1

612 花田建設㈱ 大阪府泉大津市池浦町4-9-8

529 花田工業㈱ 大阪府和泉市伯太町2-5-35

535 ㈱阪和 大阪府高石市取石3-9-71

554 阪和消防㈱ 大阪府高石市取石3-15-52

ひ 386 ㈱ピーエス三菱　大阪支店 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30



540 ㈱ビクトン工業 大阪府泉大津市北豊中町1-3-1

603 久井建設工業㈱ 大阪府泉大津市東港町8-18

387 ㈱久本組 大阪府大阪市住吉区我孫子5-5-25

388 日立造船㈱ 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89

36 ㈱日立プラントメカニクス　関西支店 大阪府大阪市中央区本町1-8-12

617 平野建設㈱ 大阪府泉大津市宮町11-8

506 平野土木㈱ 大阪府泉大津市池浦町4-8-20

ふ 389 ㈱福田組　大阪支店 大阪府大阪市北区豊崎5-4-9

390 富士機械工業㈱ 大阪府岸和田市土生滝町961-6

391 ㈱藤木組 大阪府堺市西区北条町2-19-18

533 藤木電気工業㈱ 大阪府泉大津市神明町6-4

556 ㈱フジタ 大阪府高石市西取石7-14-38

392 ㈱フジタ　大阪支店 大阪府大阪市北区堂島2-1-16

129 富士電機㈱関西支社 大阪府大阪市北区大深町3-1

203 藤野興業㈱ 大阪府富田林市山中田町1-11-8

393 ㈱藤原工務店 大阪府岸和田市中井町2-14-5

546 藤原土木㈱ 大阪府和泉市池田下町313

565 府中電機設備㈱ 大阪府和泉市府中町7-3-26

ほ 131 ㈱豊国昭和起重機製作所 大阪府大阪市西成区津守3-3-1

ま 394 ㈱前澤エンジニアリングサービス　大阪営業所 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24

395 前澤工業㈱　大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24

414 ㈱前田産業　大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル５階Ｊ号室

413 真柄建設㈱　大阪事業部 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63

207 松井建設㈱ 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-12-59

525 ㈱マツイコーポレーション 大阪府和泉市井ノ口町2-20

412 ㈱松村組　大阪本店 大阪市北区天満1-3-21

548 ㈱丸岡 大阪府和泉市上町95

み 507 ㈱水原土木 大阪府和泉市幸2-10-27

410 三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリング㈱ 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1

411 三井住友建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜4-7-28

109 三菱電機ビルテクノサービス㈱　関西支社 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30

26 三菱電機プラントエンジニアリング㈱　西日本本部 大阪府大阪市北区堂島2-2-2

597 ㈱南大阪造園 大阪府和泉市平井町577

め 119 ㈱明西エンジニアリング 大阪府東大阪市中新開2-4-7

54 ㈱明電エンジニアリング　関西支社 兵庫県尼崎市西長洲町1-1-1

91 明和電気防災㈱ 大阪府八尾市佐堂町1-1-4

34 ㈱メット 大阪府堺市中区土師町4-5-17

も 409 ㈱森川鑿泉工業所 大阪府摂津市千里丘1-6-17

や 408 ㈱ヤオテック　大阪本社 大阪府大阪市中央区松屋町住吉3-16

407 柳生設備㈱ 大阪府大阪市北区南森町2-4-32

406 ヤスダエンジニアリング㈱ 大阪府大阪市浪速区塩草3-2-26

405 矢野建設㈱ 大阪府大阪市中央区南船場4-6-10

542 ㈱ヤマグチ 大阪府和泉市太町209-5

404 山田工業㈱ 大阪府大阪市中央区日本橋1-17-17

403 ㈱ヤマテック 大阪府大阪市住之江区西加賀屋4-7-22

516 大和建設㈱ 大阪府和泉市池田下町121-1

402 ヤマト工業㈱ 大阪府大阪市港区市岡1-2-19

504 ㈱山中電設 大阪府泉大津市北豊中町2-18-15

97 ヤンマーエネルギーシステム㈱　大阪支社 兵庫県尼崎市潮江1-3-30

ゆ 401 ㈱ユニオンテック 大阪府堺市西区浜寺船尾町西4-539-1

よ 415 ㈱ヨコタテック 大阪府吹田市山田市場5-2

211 吉田機電㈱　大阪支店 大阪府大阪市東成区東小橋1-15-19

125 ㈱四柳 大阪府大阪市此花区四貫島2-24-10

400 ㈱頼白組 大阪府大阪市中央区南本町3-6-6

り 399 利晃建設㈱ 大阪府堺市北区南花田町32-1

398 りんかい日産建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区本町2-3-14

わ 397 若林工業㈱ 大阪府岸和田市尾生町2397



581 ワコー防災㈱ 大阪府和泉市箕形町6-442-1


