
№ 会社名 所在地
あ 107 ㈱愛善商会 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-8-16

126 アイテック㈱ 大阪府大阪市北区梅田3-3-10
178 あおみ建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14
274 ㈱淺沼組　大阪本店 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3
51 浅野アタカ㈱　大阪支店 大阪府大阪市此花区西九条5-3-28
11 朝日企業㈱ 大阪府大阪市北区天満2-7-30
372 ㈱旭工建 大阪府大阪市中央区南本町3-6-6
416 浅海電気㈱ 大阪府大阪市北区西天満3-7-4
298 ㈱アセック 兵庫県尼崎市南初島町12-6
382 ㈱アネスト 大阪府泉大津市池園町6-7
49 新井建設㈱ 大阪府大阪市西淀川区大和田4-2-4
268 ㈱アレイサービス 大阪府東大阪市若江南町5-2-38

い 260 家島建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市福島区海老江1-2-16
410 ㈲井倉建設 大阪府高石市綾園2-23-13
374 泉谷電機工事㈱ 大阪府泉大津市北豊中町2-3-1
319 泉環境整備㈱ 大阪府泉大津市臨海町2-1
311 ㈲市川工業 大阪府和泉市唐国町2-13-76
175 ㈱今重興産 大阪府堺市西区浜寺元町2-170

う 171 ㈱上野山塗工所　大阪支店 大阪府大阪市北区西天満3-6-35
179 ㈱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 146 ㈱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
396 ㈱永福 大阪府和泉市黒鳥町3-13-21
414 永和電気工事㈱ 大阪府泉大津市旭町12-17
25 ㈱エコ・テクノ　枚方支店 大阪府枚方市北山1-54-55
292 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
327 ㈱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 NECネッツエスアイ㈱　関西支社 大阪府大阪市中央区城見1-4-24

お 333 近江度量衡㈱ 滋賀県草津市東矢倉3-11-70
320 ㈱大阪グリーンセンター 大阪府和泉市万町149
342 大阪設備管理㈱ 大阪府堺市堺区出島海岸通4-7-16
340 大阪造園土木㈱ 大阪府大阪市北区堂山町14-20
323 ㈱大森工務店 大阪府堺市西区鳳中町9-4-26
237 オオヤ電気㈱ 大阪府和泉市府中町4-708-3
381 ㈲岡田電業 大阪府高石市東羽衣6-8-8
225 奥田電気工業㈱ 大阪府高石市加茂3-10-5
39 奥村組土木興業㈱ 大阪府大阪市港区三先1-11-18
321 ㈱落合工業所 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北1-5-42

か 117 海南エンジニアリング㈱ 愛知県愛西市本部田町鴨田83-6
62 株木建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区豊崎5-8-17
28 鎌長製衡㈱ 香川県高松市牟礼町牟礼2246
142 ㈱カンキョウ 大阪府大阪市中央区南船場1-11-9長堀八千代ビル
7 環境テクノス㈱　大阪支店 大阪府守口市藤田町2-15-10-201
27 関西機設㈱ 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-12-4
239 関西工業㈱ 大阪府堺市堺区松屋町2-63-2
31 関西土建㈱ 大阪府東大阪市足代3-5-21
21 ㈱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

き 188 岸本建設㈱ 大阪府摂津市昭和園9-13
184 機動建設工業㈱　関西支店 大阪府大阪市福島区福島4-6-31
420 木下建設㈱ 大阪府堺市西区浜寺船尾町西2-348
16 協栄工業㈱ 埼玉県戸田市本町2-10-1
29 ㈱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
37 ㈱共進 大阪府高石市綾園3-14-1
108 共和化工㈱　大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36
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242 旭日電気工業㈱　大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12
22 極東開発工業㈱ 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45
241 極東サービス㈱　大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町5-9-1
143 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
144 ㈱きんでん　大阪支社 大阪府大阪市北区末広町2-10

く 100 クボタ環境サービス㈱　大阪支社 兵庫県尼崎市浜1-1-1
101 クボタ機工㈱　大阪支店 兵庫県尼崎市浜1-1-1
291 ㈱熊谷組　関西支店 大阪府大阪市西区靱本町1-11-7
163 ㈱栗田機械製作所 大阪府大阪市西区境川2-1-44
243 ㈱クリタス　西日本支社 大阪府高槻市芥川町1-7-26
415 栗原工業㈱　大阪南支店 大阪府泉大津市なぎさ町6-1
310 ㈱車谷 大阪府泉大津市式内町10-22
309 車谷環境設備㈱ 大阪府泉大津市昭和町10-25

け 99 ケイ・エイチ工業㈱ 大阪府堺市中区田園969-1
330 ㈱ケイディーエス 大阪府大阪市北区南森町2-4-1
84 KOSネットワーク㈱　大阪支店 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3

こ 338 ㈱鴻池組　大阪本店 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1
103 小梅興業㈱ 大阪府泉大津市池園町15-37
185 コーナン建設㈱ 大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15
308 ㈱国府 大阪府堺市東区日置荘原寺町407-1
347 国誉建設㈱ 大阪府堺市中区深井沢町3252
245 コスモ建設㈱ 大阪府岸和田市西大路町165-1
183 ㈱五大コーポレーション 大阪府堺市堺区甲斐町東4-2-20
395 コニシエンジニアリング㈱ 大阪府泉大津市河原町5-28
266 小西防災設備㈱ 大阪府堺市堺区旭ケ丘南町4-4-34
181 五洋建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区芝田2-7-18

さ 54 ㈱サクセス 大阪府泉佐野市上町1-4-10
346 佐藤工業㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜1-1-6
26 佐野塗装㈱　大阪支店 大阪府大阪市東淀川区淡路5-16-20
246 三協工業㈱　大阪支社 大阪府大阪市中央区南船場2-5-8
191 三広工業㈱ 大阪府八尾市太田新町6-26
48 三進金属工業㈱ 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-5-20
379 三星広芸㈱ 大阪府泉大津市板原町4-16-14
285 ㈱サンダ 大阪府堺市北区金岡町704-1
10 サンテクノサービス㈱ 大阪府大阪市北区南森町2-4-32
135 ㈱山洋塗工 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2-17-5

し 296 ㈱JSCコーポレーション 大阪府和泉市伯太町2-5-35-202
304 JSCテクノス㈱ 大阪府和泉市伯太町2-5-35-201
376 ㈱治兵衛 大阪府和泉市若樫町158-7
192 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
167 ㈲松和メンテナンス 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-12-59
317 ㈱新栄建設 大阪府大阪市天王寺区堀越町9-8協進ビル402
339 ㈱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
193 新日本空調㈱　大阪支店 大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4
377 新和機械工業㈱ 大阪府岸和田市流木町405-1

す 445 ㈱スイタ情報システム　大阪本社 大阪府大阪市北区大淀中2-1-1
129 水道機工㈱　大阪支店 大阪府吹田市江坂町1-23-26
186 水ingエンジニアリング㈱　西日本支店 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5辰野新大阪ビル

せ 325 ㈱清流メンテナンス 大阪府吹田市垂水町3-5-9
389 ㈱誠和総合産業 大阪府高石市千代田1-8-8
287 ㈱セイワプラント　堺支店 大阪府堺市金岡町704-3
302 成和緑地建設㈱ 大阪府和泉市黒鳥町3-25-22
59-2 世界産業㈱ 大阪府泉佐野市南中樫井473-1
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33 ㈱錢高組　大阪支社 大阪府大阪市西区西本町2-2-4
284 世和建設㈱ 大阪府堺市堺区甲斐町西2-2-23
360 ㈱泉紅園 大阪府高石市東羽衣7-5-6-201
378 ゼンシン電気設備㈲ 大阪府高石市西取石6-2-17

そ 426 ㈱惣一組 大阪府和泉市山荘町1338-1
64 ㈱ソトムラ 大阪府東大阪市足代3-5-1

た 401 ターケーミー電機㈱ 大阪府高石市西取石3-9-18
151 ㈱第一テクノ　関西支店 大阪府大阪市北区大淀中1-4-16
440 大栄環境㈱ 大阪府和泉市テクノステージ2-3-28
212 大機エンジニアリング㈱ 大阪府大阪市西淀川区佃5-8-30
204 大興機工㈱ 大阪府東大阪市長田東5-1-14
404 大昇建設㈱ 大阪府泉大津市東豊中町2-3-2
210 大日本土木㈱　大阪支店 大阪府大阪市浪速区湊町1-4-38
363 大豊建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区博労町2-2-13
334 大容建設㈱ 大阪府堺市北区南花田町36-1
69 ㈱タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33
232 ㈱タクマテクノス 東京都港区芝浦3-9-1
148 ㈱竹中土木　大阪本店 大阪府大阪市中央区本町4-1-13
425 橘一建設㈱ 大阪府和泉市府中町6-13-79
397 谷上好建材店 大阪府和泉市上代町734

ち 38 ㈱中央ポンプ製作所 大阪府守口市八雲中町3-13-71
つ 251 辻義設備工業㈱ 大阪府貝塚市堀3-11-2
て 112 ㈱デイケイケイサービス関西 大阪府門真市宮前町1-6

211 テスコ㈱ 東京都千代田区西神田1-4-5
252 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 207 東亜建設工業㈱　大阪支店 大阪府大阪市西区靱本町1-4-13
253 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
306 東海鑿泉㈱ 大阪府大阪市西淀川区佃1-24-19
206 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
203 東洋メンテナス㈱ 大阪府東大阪市本庄西1-10-24
106 東和クリーナー㈲ 大阪府大阪市西淀川区大和田4-1-16
60 ㈱トキト 大阪府堺市中区土師町4-5-17
202 都市クリエイト㈱ 大阪府高槻市上田辺町19-8
139 戸田建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市西区西本町1-13-47

な 412 ㈱中尾清掃 大阪府高石市東羽衣7-3-17
300 中尾塗装㈱ 大阪府高石市綾園3-12-33
123 中川㈱ 大阪府大阪市北区本庄東3-5-14
68 ㈱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
366 中林建設㈱ 大阪府大阪市浪速区大国2-1-19
265 ナブコドア㈱　堺営業所 大阪府堺市堺区甲斐町西3-3-8
293 南海辰村㈱ 大阪府大阪市浪速区難波中3-5-19

に 247 西歓興業㈱ 大阪府堺市堺区松屋町2-63-2
147 西日本建設㈲ 大阪府高石市加茂2-3-18
272 西日本電信電話㈱　大阪支店 大阪府大阪市西区阿波座2-1-11
329 ㈱西原環境　関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島3-9-12
219 ㈲西森電機 大阪府高石市東羽衣3-18-4
423 日興建設㈱ 大阪府和泉市箕形町3-9-16
32 日生建設㈱ 大阪府泉大津市東助松町4-3-2
93 日鉄パイプライン＆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
47 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
233 日本電気㈱　関西支社 大阪府大阪市中央区城見1-4-24
75 ㈱日本管財環境サービス 兵庫県西宮市池田町9-7
9 日本機械㈱ 大阪府大阪市中央区伏見町2-2-3
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124 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702
278 日本昇降機㈱ 大阪府大阪市城東区東中浜6-17-18

は 176 ㈱橋本建設 大阪府堺市西区浜寺船尾町西5-6
229 八光海運㈱ 大阪府南河内郡河南町大字一須賀453-1
424 花田建設㈱ 大阪府泉大津市池浦町4-9-8
297 花田工業㈱ 大阪府和泉市伯太町2-5-35
436 ㈱浜脇工業 大阪府大阪市旭区森小路2-1-25
393 ㈱阪和 大阪府高石市取石3-9-71
369 阪和消防㈱ 大阪府高石市取石3-15-52

ひ 42 ㈱ピーエス三菱　大阪支店 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
214 ㈱ビクトン工業 大阪府泉大津市北豊中町1-3-1
352 久井建設工業㈱ 大阪府泉大津市東港町8-18
138 ㈱久本組 大阪府大阪市住吉区我孫子5-5-25
280 日立造船㈱ 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
281 ㈱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
399 平野土木㈱ 大阪府泉大津市池浦町4-8-20

ふ 81 ㈱ファノバ 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1200
256 ㈱福田組　大阪支店 大阪府大阪市北区豊崎5-4-9
58 富士機械工業㈱ 大阪府岸和田市土生滝町961-6
299 藤木電気工業㈱ 大阪府泉大津市神明町6-4
315 ㈱フジタ 大阪府高石市西取石7-14-38
155 ㈱フジタ　大阪支店 大阪府大阪市北区堂島2-1-16
275 フジテック㈱　近畿統括本部 大阪府茨木市庄1-28-10
82 富士電機㈱　関西支社 大阪府大阪市北区大深町3-1
83 藤野興業㈱ 大阪府富田林市山中田町1-11-8
140 ㈱藤原工務店 大阪府岸和田市中井町2-14-5
394 藤原土木㈱ 大阪府和泉市池田下町313

ほ 270 ㈱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 159 ㈱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

52 前澤工業㈱　大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24
322 ㈱前田産業　大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-45
156 真柄建設㈱　大阪事業部 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63
170 松井建設㈱ 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-12-59
166 ㈱マツイコーポレーション 大阪府和泉市井ノ口町2-20
437 ㈱松下克商店 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2-13-2
63 ㈱松村組　大阪本店 大阪府大阪市北区天満1-3-21
398 ㈱丸岡 大阪府和泉市上町95

み 65 ㈱水原土木 大阪府和泉市幸2-10-27
137 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
154 三井住友建設㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜4-7-28
66 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
160 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
318 ㈱南大阪造園 大阪府和泉市平井町577

め 301 ㈱明西エンジニアリング 大阪府東大阪市中新開2-4-7
95 ㈱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
205 明和電気防災㈱ 大阪府八尾市佐堂町1-1-4
161 ㈱メット 大阪府堺市中区土師町4-5-17

も 141 ㈱森川鑿泉工業所 大阪府摂津市千里丘1-6-17
や 444 ㈱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

30 柳生設備㈱ 大阪府大阪市北区南森町2-4-32
53 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
224 矢野建設㈱ 大阪府大阪市中央区南船場1-16-13
131 ㈱ヤマグチ 大阪府和泉市太町209-5



№ 会社名 所在地

建 設 工 事

269 山田工業㈱ 大阪府大阪市中央区日本橋1-17-17
55 ㈲ヤマテック 大阪府大阪市住之江区西加賀屋4-7-2
331 大和建設㈱ 大阪府和泉市池田下町121-1
90 ヤマト工業㈱ 大阪府大阪市港区市岡1-2-19
362 ㈱山中電設 大阪府泉大津市北豊中町2-18-15
227 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 43 ㈱ユニオンテック 大阪府堺市西区浜寺船尾町西4-539-1
よ 133 ㈱ヨコタテック 大阪府大阪市浪速区桜川1-1-32

104 吉田機電㈱　大阪支店 大阪府大阪市東成区東小橋1-15-19
288 ㈱四柳 大阪府大阪市此花区四貫島2-24-10
371 ㈱頼白組 大阪府大阪市中央区南本町3-6-6

り 337 利晃建設㈱ 大阪府堺市北区南花田町32-1
226 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 152 若林工業㈱ 大阪府岸和田市尾生町2397
351 ワコー防災㈱ 大阪府和泉市箕形町6-442-1


