
平成３１年３月２５日時点

番号 会社名・団体名 所在地

1 味岡建設（株） 代表取締役 味岡　俊彦 球磨郡多良木町大字多良木１４４番地の１
2 （有）アイビー工芸 代表取締役 廣岡　秀也 熊本市北区植木町亀甲字中島１５１－１
3 青木建設（株） 代表取締役社長 滿石　良彦 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１７７２番地
4 出田実業（株） 代表取締役 出田　敬太郎 熊本市中央区河原町１１番地
5 （株）岩永組 代表取締役 岩永　一宏 熊本市中央区南熊本４丁目８番３２号
6 （株）石坂製作所 森田　恵美 八代市葭牟田町２０４－２
7 諫山工業（株） 代表取締役社長 諫山　努 熊本市中央区白山３丁目２番１５号
8 （株）池田建設 代表取締役 池田　新生 玉名市天水町小天７３７１
9 （株）宇都宮建設 代表取締役 宇都宮　誠二 菊池郡大津町室２１３７番地２

10 梅広建設（株） 代表取締役 森　栄二 熊本市東区小山２丁目２３番１０号
11 （株）江川組 代表取締役 江川　信二 八代市鏡町両出１３２４番地１
12 （株）エヌテック 代表取締役社長 中島　潤 熊本市中央区出水７丁目９－７－１０５
13 （株）栄興 代表取締役 橋本　幸則 八代市千丁町太牟田４５９－２
14 （株）緒方建設 代表取締役 緒方　公一 菊池市野間口１０９７
15 （株）オフィス・エスビーケー 代表取締役 田崎　恵三 熊本市南区南高江１丁目１５－１７
16 （株）河建 森田　忠 熊本市西区西松尾町５３４１－１
17 （株）活誠 喜讀　宣友 熊本市南区近見１－５－１６
18 （株）カネムラエコワークス 金村　康平 熊本市東区小山７－４－５４
19 （有）河津工業 河津　宗助 熊本市東区若葉５－２－１５
20 （株）川口建設 代表取締役 川口　昇二 球磨郡多良木町大字久米３５７
21 （株）協信総業 代表取締役 高畑　博史 上益城郡山都町上寺１６６６番地１
22 （株）技建日本 代表取締役 堀川　匠太 球磨郡五木村甲１０４６番地９
23 （株）熊野組 熊野　祐一 玉名市中１１８９
24 （有）ケイケイ環境サービス 清水　憲三 熊本市西区上代５丁目９－１８
25 （有）小林電工 代表取締役 小林　英幸 八代市竹原町１６８０－１
26 （有）古閑組 代表取締役 古閑　謙一 熊本市北区徳王町１丁目１７－６
27 小柳板金 小柳　勇 玉名市片諏訪２８５の２
28 （株）コンセック熊本営業所 工事Ｇ長 齊藤　好和 熊本市東区御領６丁目５－１０
29 （株）コザイ 代表取締役 小斉　健一 熊本市中央区南熊本２丁目１１－２９
30 興亜建設工業（株） 代表取締役 末吉　益美 玉名郡長洲町大字腹赤字堀越１５３０番地１
31 （有）幸明開発 代表取締役 小山田　寿幸 熊本市中央区保田窪１丁目８－１７
32 （資）三共建設 代表社員 中野　博視 八代市本町一丁目１３－２２
33 （株）三大 代表取締役 大和田　和行 八代市鏡町宝出１０２１－１４
34 佐藤企業（株） 代表取締役社長 大畑　秀樹 熊本市東区尾ノ上４丁目１９番４号
35 サカモト防水 坂本　修 熊本市東区上南部２丁目１－４１
36 （株）佐藤産業 代表取締役 佐藤　一夫 芦北郡芦北町大字湯浦１１２番地１６
37 （株）ＳＹＳＫＥＮ 福元　秀典 熊本市中央区萩原町１４－４５
38 （株）新星 代表取締役 山本　盛重 熊本市東区神園２丁目１番１号
39 （株）昭電社 代表取締役 橋本　慶司郎 熊本市東区西原１丁目２番１０号
40 （株）杉本建設 代表取締役 杉本　素一 阿蘇市役犬原９８の３
41 杉山建設（株） 杉山　利富美 熊本市東区御領２丁目１４－６４
42 住商産業（株） 代表取締役 内田　大和 熊本市東区小山４丁目９－７０
43 （有）スワット九州 代表取締役 源川　裕介 熊本市東区戸島西１丁目１２番１号
44 （株）杉本建設 代表取締役 杉本　憲昭 熊本市南区出仲間１丁目６番５号
45 （株）成和開発 森　茂樹 天草市宮路岳町３８０７番地
46 大政建設（株） 代表取締役 森山　澄江 熊本市西区花園４丁目８番６号
47 （株）宝建設 代表取締役 吉岡　正芳 熊本市北区植木町豊田６３０－１
48 （株）建吉組 代表取締役 笹原　健嗣 熊本市中央区坪井６丁目３８番１５号
49 太陽電気（株） 代表取締役 田村　卓 熊本市中央区八王子町３８番２２号
50 （有）大洋企業 橋本　昌賀 熊本市南区川口町１９０７番地３
51 （株）平工業 中村　みどり 熊本市東区下南部２－７－５
52 （株）髙村建設 代表取締役 髙村　倫博 上益城郡嘉島町上六嘉１０５９－２
53 （有）大伸企画 代表取締役 大原　和久 下益城郡美里町名越谷３９２４
54 大東商事（株） 代表取締役 小原　英二 熊本市北区楠野町４５３－１
55 大建工業（株） 松村　洋志 熊本市中央区北千反畑町８－１
56 （株）近見工業 紫垣　学 熊本市南区内田町宮本３４０５－２
57 （株）冨坂建設 冨田　潤一 熊本市中央区新大江２－２－２１
58 東陽道（株） 東　誠二 熊本市東区上南部２丁目６番１号
59 東大建設（株） 代表取締役 東　政年 熊本市西区小島６丁目４番２号
60 （株）ドゥプロジェクト 代表取締役 門岡　浩信 熊本市南区砂原町４８５番地１
61 （株）土井組 土井　建 八代市鏡町有佐２２６
62 （株）中野工務店 中野　廣 宇城市小川町新田１９１４－１
63 （株）中内土木 代表取締役 福原　弘次 宇城市不知火町松合８４２
64 中川電設（株） 中川　晶雄 熊本市中央区島崎１－１９－１４
65 （株）中村建設 代表取締役 池﨑　一彦 天草市五和町御領１２２００
66 鍋谷商会（株） 鍋谷　勇市 熊本市中央区国府３丁目２１－９５
67 （株）中川組 代表取締役社長 中川　徹治 玉名市河崎７９３－３
68 （株）中山建設 代表取締役 中山　英朗 八代市夕葉町３番地７
69 （株）西山電設 代表取締役 西山　光春 上天草市松島町合津４２７６番地の７７９
70 西日本電工（株） 代表取締役 古閑　謙二 熊本市南区幸田二丁目３番３９号
71 日興工業（株） 代表取締役 古里　博幸 熊本市中央区九品寺５丁目４－８
72 日本電設工業（株）九州支店 執行役員支店長 宗久　秀樹 福岡市博多区比恵町十三番七号
73 西照工業（株） 代表取締役 竹村　敦博 熊本市東区健軍３丁目７番４０号
74 （株）西日本工業 代表取締役 上田　忠志 菊池市泗水町住吉３９５０－７７
75 （有）野尻商店 森澤　啓陽 上益城郡御船町大字高木１９１８番地７
76 （株）橋本建設 代表取締役 渡邉　建英 阿蘇郡小国町宮原１９７８
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77 （株）橋口組 代表取締役 橋口　光徳 熊本市南区良町４丁目１０番９８号
78 花昭建設（株） 代表取締役 花籠　二義 山鹿市山鹿２７２
79 （株）八方建設 代表取締役 前川　浩志 菊池市赤星２１１４－１
80 （株）ハリマ建設 代表取締役 江上　公大 球磨郡多良木町大字多良木１３８５
81 （有）橋本コーポレーション 橋本　博 熊本市西区高橋町２－８－１２
82 肥後環境（株） 代表取締役 那須　衛 球磨郡多良木町大字久米４３３
83 （株）星山商店 代表取締役 星山　一憲 熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目５番７６号
84 （株）堀田工業 堀田　髙廣 熊本市東区佐土原２丁目４－２３
85 （株）前川建設 代表取締役 前川　勝 菊池市隈府１５１２－１８
86 （株）松中土建 代表取締役 松中　幸治 八代市松崎町４２９－２
87 誠産業（株） 代表取締役 遠山　陽 熊本市北区清水東町１５－３８
88 （株）前田環境クリーン 前田　一美 熊本市南区刈草２丁目２－１１
89 （株）前田産業 木村　洋一郎 熊本市南区島町５丁目７－３
90 丸昭建設（株） 代表取締役 松村　陽一郎 人吉市西間上町２４７９－１
91 松本土建（資） 代表社員 松本　昭二郎 八代市日奈久大坪町８４３－１
92 三和建設（株） 代表取締役 小﨑　誠吾 人吉市五日町２６－５
93 （株）ミカド 代表取締役 松本　一 熊本市南区中無田町１０１８－１
94 南九州エンジニアリングサービス（株） 長谷　大輔 熊本市東区御領６丁目２番３３号
95 （株）宮田建設 代表取締役 宮田　孝志 球磨郡多良木町大字黒肥地４２７７
96 明治建設（株） 代表取締役 岡田　義孝 熊本市南区近見６丁目３番２０号
97 （株）森工業 代表取締役 森　光也 阿蘇市黒川１３４７番地
98 （株）熊阿建設工業 代表取締役 岩下　哲也 阿蘇市一の宮町宮地４５３０－２
99 （株）友栄建設 代表取締役 荒木　恒久 熊本市東区花立３丁目５番２号

100 （株）吉田組 吉田　典子 天草市有明町大島子２３７２番地
101 苓州建設工業（株） 代表取締役 山添　雅彦 天草市佐伊津町３４１３－１５
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