
H30年度　建設工事　入札参加資格者名簿
申請者（本社、本店）、受任者

地域区分 名称・商号 郵便番号 住　　　　所 代表者 電話番号 ＦＡＸ番号

あ 50 管内 ㈱アルファ工房 ５２９－０４２５ 長浜市木之本町木之本１７７６番地 大林　祐介 ８２－２８６２ ８２―５３７０ 建築一式工事 建築附帯工事

あ 75 管内 ア.イ.設備 ５２９－０２４１ 長浜市高月町高月７３２番地３ 小柳　英雄 ８５－５５８２ ８５－５７３２ 土木一式工事 給排水冷暖房工事

あ 76 管内 アマノフェンス工業 ５２９－０２７３ 長浜市高月町西野１６４３番地 天野　敬三 ８５－３９２０ ８５－３８０６ 建築附帯工事 土木一式工事

あ 78 管内 ㈱あすか企画 ５２２－０８４２ 長浜市春近町４０７番地 伊藤　斉 ６３－３００３ ５３－００４８ 電気設備工事 土木一式工事

あ 115 管内 姉川建設㈱ ５２６－０８４１ 長浜市新栄町８０番地１ 藤田　國義 ６２－８４９０ ６２―８４５３ 舗装工事 土木一式工事

あ 212 管内 アクア㈱ ５２６－０００５ 長浜市下之郷町７０９番地 西村　邦彦 ６５－２１６２ ６２－３５４６ 土木一式工事 舗装工事

あ 217 管内 アークス㈱ ５２１－０２１３ 米原市堂谷１２５７番地 堀内　靖夫 ５５－８１５１ ５５－８１７１ 機械設備工事 土木一式工事

あ 220 管内 ㈱アスホ ５２６－０８０３ 長浜市西上坂町３３６番地 吉原　一勇 ６３－１８４７ ６５－１７８８ 土木一式工事 舗装工事

あ 62 県外 ㈱アセック ６６０－０８３３ 兵庫県尼崎市南初島町１２番地の６ 大辻　兼一 ０６－６４８２－６６６０ ０６－６４８１－５４５５ 機械設備工事 ―

あ 102 県外 浅野環境ソリューション㈱ 大阪支店 ５５４－００１２ 大阪市此花区西九条五丁目３番２８号 田口　公重 ０６－４８０４－００３６ ０６－４８０４－００３７ 清掃施設工事 ―

あ 108 県内 青木あすなろ建設㈱　京滋営業所 ５２０－００４４
大津市京町四丁目5番23号
フォレスト京町ビル

舩曳　順二 ０７７－５２２－９７８２ ０７７－５２５－９２５５ 建築一式工事 ―

あ 132 県外 青野スポーツ施設㈱ ５７０－００７４ 大阪府守口市文園町５番１９号 青野　幸三 ０６－６９９２－４０１８ ０６－６９９３－６４３９ 土木一式工事 ―

あ 168 県外 ㈱朝日工業社　京都営業所 ６００－８０１８
京都市下京区西木屋町通り松原上ル三丁目市之町２５
０－３ タキイ河原町ビル

柳田　哲俊 ０７５－３７１－２２１９ ０７５―３７１－５０５４ 給排水冷暖房工事 ―

あ 226 県外 ㈱淺沼組　京滋営業所 ６０４－０８６２ 京都市中京区烏丸通り夷川上ル少将井町２４５－１ 高橋　潔 ０７５－２１１－２２５１ ０７５－２５６－４７９８ 建築一式工事 ―

あ 260 県外 ㈱安藤・間　大阪支店 ５５３－０００３ 大阪市福島区福島六丁目２番６号 田渕　勝彦 ０６－６４５４－２６９０ ０６－６４５４－２６９６ 建築一式工事 ―

あ 264 県外 ㈱ＩＨＩ環境エンジニアリング １３５－００４２ 東京都江東区木場五丁目１０番１１号 八十　芳樹 ０３－３６４２－８３６１ ０３－３６４２－６０２３ 清掃施設工事 ―

あ 266 県外 アイテック㈱ ５３０－０００１ 大阪市北区梅田三丁目３番１０号 前田　幸治 ０６－６３４６－００３６ ０６－６３４６－００３８ 機械設置工事 ―

あ 134 県内 ア・ア・ンコーポレーション㈱ ５２０－３２５１ 湖南市朝国２６０番地 山内　英生 ０７４８－７２－０３５６ ０７４８－７２－１８７０ 電気設備工事 ―

あ 152 県内 アマナエレン㈱ ５２０－００２５ 大津市皇子が丘二丁目６番１３号 中島　耕史 ０７７－５２２－５３６０ ０７７―５２２－５３６３ 機械設備工事 ―

あ 267 県内 ㈱秋村組 ５２３－０８９２ 近江八幡市出町１７０番地 秋村　 昴 ０７４８－３３－１２１１ ０７４８－３６－７５７５ 土木一式工事 ―

い 11 管内 岩﨑鉄工㈱ ５２９－０２４１ 長浜市高月町高月９７６番地１ 岩﨑　鉄也 ８５－４８６９ ８５－４９５２ 建築一式工事 土木一式工事

い 79 管内 一圓テクノス㈱　高月営業所 ５２９－０２３１ 長浜市高月町森本２３９－７ 野田　良一 ８５－２２５２ ８５－４１１２ 給排水冷暖房工事

い 160 管内 ㈲伊藤ポンプ工業所 ５２６－０８３３ 長浜市永久寺町１２２２番地１ 伊藤　雅雄 ６３－０３７４ ６３―０３７５ 給排水冷暖房工事 土木一式工事

い 165 管内 ㈱市川工務店　滋賀支店 ５２１－００１３ 米原市梅ヶ原１４１２番地 清澤　幸剛 ５２－１７７１ ５２－３１５０ 建築一式工事 ―

い 202 管内 ㈱岩崎工業所 ５２６－０８３５ 長浜市室町１１４番地１ 内海　広己 ６３－６００１ ６３－６００４ 給排水冷暖房工事 機械設備工事

い 210 県内 ㈱伊藤組 ５２２－００４３ 彦根市小泉町７８番地の２１ 奥田　秀 ２４－６５００ ２４－６５０６ 建築一式工事 ―

う 87 県外
㈱ウォーターエージェンシー　大阪営
業所

５６４－００５２ 大阪府吹田市広芝町１０番２８号 深水　正孝 ０６－６３８６－９７０１ ０６－６３８６－９７０３ 機械設備工事 ―

う 200 管内 ウェル ５２１－０００４ 米原市磯１４２０番地１ 堀川　護 ５２－５２３１ ５２―５２４３ 土木一式工事 建築附帯工事

う 246 県内 ㈱内田組 ５２０－２１４１ 大津市大江二丁目３３番３号 内田　美千男 ０７７－５４５－３１７１ ０７７－５４３－０６７８ 建築一式工事 ―

え 54 管内 エフシー ５２６－０８０２ 長浜市東上坂町１５６１番地４ 古澤　力 ６２－７１４４ ６２―７２４４ 土木一式工事 交通安全施設工事

え 136 県外 ㈱荏原製作所　大阪支社 ５３０－０００３
大阪市北区堂島一丁目６番２０号
堂島アバンザ

白勢　和人 ０６－６４５２－６６２４ ０６－６４４０－４８８２ 機械設備工事 ―

え 184 管内 エヌ・アール産業㈱ ５２１－００６２ 米原市宇賀野２８４番地１ 北川　隆一 ５２―０２１５ ５２－６０１４ 土木一式工事 舗装工事

え 185 管内 ㈱エムズ ５２６－００３３ 長浜市平方町２４８番地 盛　竜也 ６８-４１７２ ６８－４１８７ 土木一式工事 給排水冷暖房工事

え 211 管内 ㈱越中電設 ５２９－０２３４ 長浜市高月町柏原９６２番地 越中　正彦 ８５－５６８９ ８５－５６８４ 電気設備工事 給排水冷暖房工事

え 236 県外 エスエヌ環境テクノロジー㈱ ５５４－００１２ 大阪市此花区西九条五丁目３番２８号 下田　栖嗣 ０６－４８０４－５５０３ ０６－４８０４－５５３２ 清掃施設工事 ―

お 2 管内 ㈱大塚工務店 ５２６－００３１ 長浜市八幡東町４０番地 大塚　英和 ６３－４５２０ ６３－１８００ 建築一式工事 建築附帯工事

お 17 県内 大崎設備工業㈱ ５２４－００１３ 守山市下之郷二丁目５番８号 大崎　裕士 ０７７－５８２－３４０６ ０７７－５８３－８７８６ 給排水冷暖房工事 ―

お 26 県内 ㈱奥田工務店 ５２９－１６０１ 蒲生郡日野町松尾五丁目１番地 古谷　孝 ０７４８－５２－８１８１ ０７４８－５２－８１８８ 建築一式工事 ―

お 44 管内 大谷水道工業㈱ ５２９－０７２２ 長浜市西浅井町庄１０２９番地 大谷　彰 ８９－００３３ ８９－０５６９ 土木一式工事 給排水冷暖房工事

お 106 県内 ㈱大山建設 ５２０－１２１２ 高島市安曇川町西万木５０４番地１ 大山　光善 ０７４０－３２－１２２１ ０７４０－３２－２９９５ 土木一式工事 ―

お 112 管内 大浦電気商会 ５２９－０７２１ 長浜市西浅井町大浦９１４番地 中島　靖博 ８９－８０８７ ８９－８０７７ 電気設備工事 ―

お 119 県内 ㈱奥村組　滋賀営業所 ５２０－００４７ 大津市浜大津一丁目２番１８号　京阪大津ビル 三ツ橋　正晃 ０７７－５２５－４９６７ ０７７－５２５－４９７０ 建築一式工事 ―

お 156 県内 大橋電設㈱ ５２３－００３５ 近江八幡市東横関町２４９番地２ 大橋　浩之 ０７４８－３７－７３６７ ０７４８－３７－２４３２ 電気設備工事 ―

お 157 県外 ㈱大林組　京都支店 ６０４－８１５６
京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０番１
明倫ビル内

東谷　昌次 ０７５－２４１－５８７１ ０７５－２４１－５８７０ 建築一式工事 ―

お 190 管内 オオサワ㈱ ５２１－０２３６ 米原市間田３９５番地 大澤　愛一郎 ５５－２０６１ ５５－３８１１ 土木一式工事 建築一式工事

お 245 県内
㈱オオヨドコーポレーション　滋賀支
店

５２２－００３８ 彦根市山之脇町３―４ 野界　雅也 ２３－０５２８ ２６－０９１０ 建築一式工事 ―

お 247 県内 奥山防災㈱ ５２２－００４１ 彦根市平田町１８５番地 奥山　健二 ２２－６４１４ ２４－６０８２ 消防施設工事 ―

お 258 県内 近江度量衡㈱ ５２５－００５４ 草津市東矢倉三丁目１１番７０号 田中　秀康 ０７７－５６２－７１１１ ０７７－５６２－７１１６ 機械設備工事 ―

か 4 管内 川瀬産商㈱ ５２６－００４２ 長浜市勝町１１３番地１ 川瀬　努 ６２－０２８４ ６４―１５３８ 給排水冷暖房工事 消防施設工事

か 28 県外 海南エンジニアリング㈱ ４９６－０９１５ 愛知県愛西市本部田町鴨田８３番地６ 大島　和之 ０５６７－３１－１７０１ ０５６７－３１－１７７３ 機械設備工事 ―

か 55 管内 川森建設 ５２１－０００２ 米原市上多良６７３番地４ 川森　ひさ子 ５２－１３８９ ５２－０１２４ 土木一式工事 舗装工事

か 70 管内 開成建設㈱ ５２６－００３１ 長浜市八幡東町６２０番地１ 益田　貴夫 ６４－２９６３ ６５－０４０８ 建築一式工事 建築附帯工事

か 100 管内 川一電機㈱ ５２６－００１４ 長浜市口分田町７４番地３ 川瀬　修 ６３－６８３８ ６３－９７４６ 電気設備工事 交通安全施設工事

かな 番号 入札等参加希望工事



か 121 管内 ㈱カサ・ベジャ ５２６－０２２１ 長浜市小野寺町４７９番地１９ 綿田　博哉 ７４－３９５２ ５０－１７２７ 建築一式工事 ―

か 141 県外 ㈱川崎技研 ８１５－００３５ 福岡市南区向野一丁目２２番１１号 木川　信雄 ０９２－５５１－２１２１ ０９２－５６１－５１００ 清掃施設工事 ―

か 177 県内 関西設備工業㈱ ５２０－０８０１ 大津市におの浜三丁目１番５１号 市木　邦美 ０７７－５２２－４１７７ ０７７―５２６－３４８５ 給排水冷暖房工事 ―

か 197 管内 ㈲河﨑電気店 ５２９－０４２５ 長浜市木之本町木之本１５１９番地 河﨑　喜英 ７６－００１２ ５０―２０８１ 電気設備工事 交通安全施設工事

か 218 管内 カシロ建設㈱ ５２９－０２３２ 長浜市高月町落川１９４番地１ 立見　政信 ８５－５５３３ ８５－５６２０ 給排水冷暖房工事 土木一式工事

か 225 県外 鎌長製衡㈱ ７６１－０１９６ 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６番地 鎌田　長明 ０８７－８４５－１１１１ ０８７－８４５－７４４２ 機械設備工事 ―

か 241 県外 ㈱苅野 ８２２－０００３ 福岡県直方市大字上頓野字蕪良谷４６３６番地１０ 苅野　毅 ０９４９－２６－２４４７ ０９４９－２６－２４１８ 機械設備工事 ―

か 262 県外 川崎重工業㈱　関西支社 ５３０－００５７
大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号
清和梅田ビル

松村　圭二 ０６－６４８４－９３１０ ０６－６４８４－９３３０ 清掃施設工事 ―

き 30 県外 近畿工業㈱ ５３０－００４４ 大阪市北区東天満二丁目６番５号 田中　恒良 ０６－６３５１－７２９０ 06-6352-4687 清掃施設工事 ―

き 36 県内 岐建㈱　滋賀支店 ５２２－００７４ 彦根市大東町４番２０号 小菅　政広 ２２－０９５０ ２２－０９６９ 建築一式工事 ―

き 82 県外 共和化工㈱　大阪支店 ５３２－０００３
大阪市淀川区宮原四丁目５番３６号
セントラル新大阪ビル９階

赤﨑　暢之 ０６－６１５０－２２１１ ０６－６１５０－２２１５ 機械設備工事 ―

き 95 県外 協栄工業㈱ ３３５－００２３ 埼玉県戸田市本町二丁目１０番１号 塚田　吉昭 ０４８－４４５－７３８８ ０４８－４４５－７３８５ 機械設備工事 ―

き 113 管内 北川建設 ５２６－０８０２ 長浜市東上坂町１２０７番地６ 北川　アサ子 ６３－０４１５ ６３－０４５７ 土木一式工事 建築附帯工事

き 128 県内 ㈱北中工業 ５２０－２３３１ 野洲市小篠原２０９７番地３ 北中　良樹 ０７７－５８７－２１９３ ０７７－５８８－２５４５ 給排水冷暖房工事 ―

き 137 県内 ㈱きんでん　彦根営業所 ５２２－０００９ 彦根市外町３１６番地２ 古角　寿邦 ２２－３２４０ ２２－３４６４ 電気設備工事 ―

き 176 県内 喜多嘉和㈱ ５２２－０００７ 彦根市古沢町６８５番地 北川　光明 ２３－８８００ ２３－８８３９ 機械設備工事 ―

き 232 県外 極東サービス㈱　大阪営業所 ６６０－０８９２ 尼崎市東難波町五丁目９番１号 曽和　功宏 ０６－６４８９－２８２８ ０６―６４８９―２８２６ 機械設備工事 ―

き 233 県外 極東開発工業㈱ ６６３－８５４５ 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 高橋　和也 ０７４８－６６－１０１０ ０７４８－６６－３４３２ 清掃施設工事 ―

き 254 県外 近畿環境サービス㈱ ５５５－００２１ 大阪市西淀川区歌島二丁目１番１２号 望田　昭博 ０６－４８０８－３２２２ ０６－４８０８－３２７０ 機械設備工事 ―

く 12 県内 熊谷電工㈱ ５２２－０００２ 彦根市松原町１４１５番地 熊谷　英夫 ２３－７５１１ ２６－１７６１ 電気設備工事 ―

く 18 管内 国友工業㈱ ５２６－００１５ 長浜市神照町９３８番地 国友　隆房 ６３－１３３１ ６３－８９４９ 建築一式工事 建築附帯工事

く 38 管内 ㈱草野組 ５２１－０３０１ 米原市甲津原５３１番地 草野　丈太 ５９－０１８１ ５９－０４３０ 土木一式工事 建築附帯工事

く 81 県外 クボタ環境サービス㈱ 大阪支社 ６６１－８５６７ 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 大柳　治彦 ０６－６４７０－５９２１ ０６－６４７０－５９２８ 機械設備工事 ―

く 93 県外 ㈱熊谷組　関西支店 ５５０－０００４ 大阪市西区靭本町一丁目11番７号 岡市　光司 ０６－６２２５－２４５５ ０６－６２２５－２１９９ 建築一式工事 ―

く 126 管内 ㈱桑原組　長浜営業所 ５２６－００３７ 長浜市高田町１１番地３８号 久保田　稔之 ６８－１７７７ ６８―１７７８ 建築一式工事 ―

く 263 県内 栗原工業㈱　滋賀営業所 ５２０－００５２ 大津市朝日ヶ丘一丁目４番３５号 工藤　勝司 ０７７－５２４－７３６１ ０７７－５２２－９２２５ 電気設備工事 ―

け 117 管内 ㈲ケーズヴェーク ５２１－０２２４ 米原市夫馬６８６番地１ 藤田　健 ５５－８４０１ ５５－８４０２ 土木一式工事 舗装工事

こ 131 県外 ㈱荒新機工　一宮営業所 ４９１－００１２ 愛知県一宮市小赤見清水４－１ 新谷　輝子 ０５８６－２４－７２７２ ０５８６－２４－７２７８ 清掃施設工事 ―

こ 142 県外 虹技㈱ ６７１－１１３２ 姫路市大津区勘兵衛町四丁目１ 山本　幹雄 ０７９－２３６－８８１８ ０７９－２３６－８８７８ 清掃施設工事 ―

こ 148 県外 ㈱コモンテックス ９５０－０９４３ 新潟県新潟市中央区女池神明二丁目３番地１２ 鈴木　洋康 ０２５－２８３－９３０１ ０２５－２８５－６３８８ 機械設備工事 ―

こ 161 管内 ㈲湖北さく泉 ５２６－００２４ 長浜市三ツ矢元町１４番２号 吉川　貴英 ６２－２５２５ ６２―５８２３ 給排水冷暖房工事 さく井工事

こ 174 県外 ㈱鴻池組　京都支店 ６０４－０８５７ 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６７ 岩口　弘 ０７５－２１１－５１１６ ０７５－２１１－４９００ 土木一式工事 ―

こ 181 管内 ㈱コクホウ ５２６－０８０２ 長浜市東上坂町１９２９番地 花澤　久雄 ６３－５５２８ ６３―７３９８ 土木一式工事 舗装工事

こ 187 管内 ㈱湖北物産 ５２６－００２４ 長浜市三ツ矢元町２７番２４号 上田　一心 ６２－６６１３ ６５－２３３２ 土木一式工事 舗装工事

こ 222 管内 ㈱湖北製作所 ５２９－０３６７ 長浜市湖北町海老江５５０番地 國友　龍一 ７９－０５１１ ７９－０７１１ 建築一式工事 給排水冷暖房工事

こ 242 管内 ㈱コスモ ５２１－０２４２ 米原市長岡１１１６番地 内堀　明博 ５５－２１０９ ５５－２１１０ 土木一式工事 造園工事

こ 256 管内 ㈲小森設備工業 ５２９－０２３４ 長浜市高月町柏原１３５７番地１ 小森　克也 ８５－４５０６ ８５－５０６１ 土木一式工事 給排水冷暖房工事

さ 7 管内 ㈱阪本組 ５２６－０８０２ 長浜市東上坂町７９８番地２５ 阪本　辰夫 ６３－８７９３ ６３－４１４０ 土木一式工事 舗装工事

さ 13 管内 ㈱材光工務店 ５２６－００３１ 長浜市八幡東町４２８番地１ 伊藤　和真 ６２－５１７０ ６３－８７９５ 建築一式工事 建築附帯工事

さ 14 管内 ㈱沢升建設 ５２６－０８０５ 長浜市榎木町１８７番地５ 髙田　博子 ６２－１７３５ ６２－２２３９ 土木一式工事 舗装工事

さ 20 県内 ㈲サンキ技建 ５２３－００４４ 近江八幡市篠原町二丁目３番地９ 村上　まゆみ ０７４８－３６－６３３３ ０７４８－３６－５８５８ 建築附帯工事 ―

さ 23 管内 ㈱材信工務店 ５２６－００３１ 長浜市八幡東町２３７番地 伊藤　浩 ６２－６０７６ ６５－１４８９ 建築一式工事 建築附帯工事

さ 25 管内 ㈱斉藤ポンプ工業　長浜営業所 ５２６－００６２ 長浜市列見町４５番地１１ 高橋　龍治 ６３－８８２８ ６３－８８５８ 消防施設工事 ―

さ 68 管内 澤村建設㈱ ５２６－０１０６ 長浜市野寺町５２番地 澤村　繁 ７２－３２３１ ７２－２１３９ 土木一式工事 法面処理工事

さ 89 県外 佐藤工業㈱　大阪支店 ５４１－００４１ 大阪市中央区北浜一丁目１番６号 時女　祐一 ０６－６２０３－７２２２ ０６－６２３２－０７９６ 土木一式工事 ―

さ 110 県内 ㈱笹川組 ５２０－０８０６ 大津市打出浜１３番１５号 藪本　俊作 ０７７－５２３－２３１４ ０７７―５２５－７４０４ 建築一式工事 ―

さ 114 県内 ㈱三東工業社 ５２９－１８１１ 甲賀市信楽町江田６１０番地 奥田　克実 ０７４８－８２－１１１１ ０７４８－８２－１１１４ 建築一式工事 ―

さ 144 県外 三広工業㈱ ５８１－００３９ 大阪府八尾市太田新町六丁目２６番地 庄井　弘樹 ０７２－９４９－６５９１ ０７２－９４８－２２５７ 清掃施設工事 ―

さ 150 県内 サイテック㈱ ５２７－００３４ 東近江市沖野一丁目１番３７号 斉藤　香一 ０７４８－２３－２３６４ ０７４８－２４－０６１３ 消防施設工事 ―

さ 173 県内 ㈱澤村 ５２０－１１２１ 高島市勝野１１０８番地３ 澤村　幸一郎 ０７４０－３６－０１３０ ０７４０－３６－１６６１ 建築一式工事 ―

さ 178 管内 ㈱ザイミツリフォーム ５２６－００３１ 長浜市八幡東町４２８番地１ 伊藤　光男 ６３－５６００ ６３―８７９５ 建築一式工事 ―

さ 183 管内 さかい㈱ ５２１－０２３３ 米原市野一色３６７番地４４ 堺　歳貴 ５５－４００４ ５５－４００４ 土木一式工事 給排水冷暖房工事

さ 255 県外 三辰精工㈱ １３４－００９１ 東京都江戸川区船堀四丁目１２番１０号 高瀬　清久 ０３－３６８０－２５０１ ０３－３６８０－２５０６ 機械設備工事 ―

し 5 県内 ㈱新栄管工業 ５２２－００４３ 彦根市小泉町９１９番地 土居　誠 ２２-２４７９ ２６－０８８９ 給排水冷暖房工事 ―

し 16 管内 ㈱茂森工務店 ５２６－０８３１ 長浜市宮司町１１８７番地２ 茂森　勇人 ６３－５５５６ ６３－９６４６ 建築一式工事 建築附帯工事

し 27 管内 新栄工業㈱ ５２６－０８０３ 長浜市西上坂町９６８番地 本庄　秀和 ６３－９００８ ６５－１９９１ 建築一式工事 建築附帯工事



し 49 管内 滋賀総合建設㈱ ５２６－０８０３ 長浜市西上坂町１１６１番地１１ 植田　薫 ６５－４５４５ ２６－１２００ 土木一式工事 舗装工事

し 56 管内 滋賀工業㈱ ５２６－０８３４ 長浜市大辰巳町３３番地 鈴木　厚 ６３－５５０１ ６３－８７７９ 給排水冷暖房工事 機械設備工事

し 86 県外 清水建設㈱　関西支店 ５４１－８５２０ 大阪市中央区本町三丁目５番７号 池田　耕二 ０６－６２６３－２８１０ ０６－６２６３－１９９５ 土木一式工事 ―

し 94 管内 滋賀電業㈱ ５２６－００２５ 長浜市分木町６番１５号 塚村　正春 ６２－３０８５ ６２－３０８７ 電気設備工事 交通安全施設工事

し 98 県外 ＪＦＥエンジニアリング㈱　大阪支店 ５３２－０００３ 大阪市淀川区宮原一丁目１番１号 西澤　達遵 ０６－６３９８－５１２１ ０６－６３９８－５１９４ 機械設備工事 ―

し 116 管内 ㈲滋賀上水工業 ５２６－０８４１ 長浜市新栄町７９番地１ 藤田　森子 ６２－８８５４ ６２―８４５３ 土木一式工事 舗装工事

し 122 管内 ㈱滋賀建設 ５２９－０１２２ 長浜市酢４５８番地 松井　雄一郎 ７３－２５９６ ７３―３９０１ 土木一式工事 給排水冷暖房工事

し 129 管内 ㈱定豊 ５２１－００１６ 米原市下多良８６番地１３ 山形　定三 ５２－６３３７ ５２－５２６２ 土木一式工事 舗装工事

し 135 県外 島津システムソリューションズ㈱ ６０４－８４４５ 京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地 西口　統 ０７５－８２３－２８３０ ０７５－８２３－２８３１ 電気設備工事 ―

し 159 管内 ㈱滋賀商事 ５２９－０１３３ 長浜市新旭町１５１番地 今村　潤 ６４－３９８８ ７３－２３１５ 土木一式工事 機械設備工事

し 192 県外 ㈱島井組プラント ６３１－０８４５ 奈良市宝来四丁目１７番１０号 小松　玲子 ０７４２－４３－１７１１ ０７４２－４６－８７８６ 清掃施設工事 ―

し 208 管内 ㈱新明 ５２１－００１６ 米原市下多良二丁目７９番地 鍔田　喜一 ５２－２０００ ５２－４７００ 土木一式工事 造園工事

し 215 管内 ㈱滋賀ポンプ ５２６－０００５ 長浜市下之郷町７０９番地 西村　邦彦 ６８－５９６３ ６８－４５０１ 機械設備工事 給排水冷暖房工事

し 221 管内 ㈱シンセイ ５２６－０８０２ 長浜市東上坂町８１９番地 吉原　壽美代 ６３－４５４０ ６４－０２３３ 舗装工事 土木一式工事

し 223 県外 島産業㈱ ７６８－００２４ 香川県観音寺市中田井町１番地 島　憲吾 ０８７５－６３－４１１１ ０８７５－６３－４０９１ 機械設備工事 ―

し 231 県外
ジョンソンコントロールズ㈱　大阪支
店

５４５－６０２７
大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１－４３
あべのハルカス27階

吉田　勝彦 ０６-４５６０－７０００ ０６―６６２３―５１３３ 電気設備工事 ―

し 261 県外
新明和工業㈱産機システム事業部
環境システム本部　営業部

１１０－８６２０
東京都台東区東上野五丁目１６番５号
新明和上野ビル

長谷川　公三 ０３－３８４２－６３３２ ０３－３８４２－６３３５ 清掃施設工事 ―

す 85 県内 ㈱スギモト ５２０－０２４１ 大津市今堅田二丁目１３番２８号 宮永　実 ０７７－５７２－１６６４ ０７７－５７２－２９７６ 塗装工事 ―

す 109 県内 杉橋建設㈱ ５２０－１６２１ 高島市今津町今津１７５６番地１ 杉橋　真和 ０７４０－２２－２１１３ ０７４０－２２－４０１１ 建築一式工事 ―

す 153 県外 ㈱スガテック １０８－００２２ 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 三輪　　隆 ０３－６２７５－１２００ ０３－３７６９－５２３０ 清掃施設工事 ―

す 158 県外 水ｉｎｇ㈱　大阪支店 ５３２－００１１
大阪市淀川区西中島七丁目１番５号
辰野新大阪ビル

野中　秀一 ０６－４８６２－７４００ ０６―６３９０―６０５０ 清掃施設工事 ―

す 175 県外 水道機工㈱　大阪支店 ５６４－００６３ 大阪府吹田市江坂町一丁目２３番２６号 穗坂　靖 ０６－６８２１－３５０５ ０６－６８２１－３５０６ 清掃施設工事 ―

す 204 管内 ㈱杉山電設 ５２６－０８０２ 長浜市東上坂町７１５番地 杉山　充紀 ６４－０５３１ ６５－２８０５ 電気設備工事 給排水冷暖房工事

す 206 管内 ㈱ステップ ５２９－０４２５ 長浜市木之本町木之本１７６８番地 髙橋　彰一 ８２－４３７０ ８２－４３８０ 舗装工事 橋梁上部工事

す 249 管内 杉本工務店 ５２９－０１２２ 長浜市酢２１７番地 杉本　勝正 ７３－４８２８ ７３－４８２８ 土木一式工事 建築附帯工事

せ 118 管内 ㈱関本建設 ５２６－０８２１ 長浜市本庄町５７９番地１ 関本　一人 ６３－７５６１ ６３－７２２２ 土木一式工事 舗装工事

せ 149 県外 ㈱銭高組　大阪支社 ５５０－０００５ 大阪市西区西本町二丁目２番１１号 銭高　丈善 ０６－６５３１－６４３１ ０６－６５３８－７９１１ 土木一式工事 ―

せ 193 管内 ㈱成建 ５２１－０２０２ 米原市柏原３４７１番地１ 鍔田　一治 ５４－１２２２ ５７―１５１１ 土木一式工事 建築附帯工事

せ 207 管内 善那工務店 ５２１－０２２６ 米原市朝日１７１８番地 善那　忠義 ５５－２１００ ５５－２１００ 土木一式工事 法面処理工事

せ 239 県外 関ケ原ゼネラル・サービス㈱ ５０３－１５９３ 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原２０６７番地 池田　麻由 ０５８４－４３－１８７８ ０５８４－４３－２４０１ 機械設備工事 ―

そ 43 管内 ㈱颯栄工業 ５２６－０１０３ 長浜市曽根町１３５０番地 新井　秀行 ７２-３７１１ ７２－３６４４ 土木一式工事 給排水冷暖房工事

そ 99 県内 綜合警備保障㈱　滋賀支社 ５２０－０８０４ 滋賀県大津市本宮二丁目３７番４号 木村　篤 ０７７－５２３－１２００ ０７７－５２３－５１４０ 電気設備工事 ―

た 1 管内 たちばな建設㈱ ５２６－０８４７ 長浜市山階町３５３番地８ 松岡　義隆 ６３－７２７７ ６３－７２７９ 建築一式工事 建築附帯工事

た 34 管内 ㈱渓山建設 ５２１－００７２ 米原市顔戸６１３番地４ 渓山　隆久 ５２－５８３８ ５２－５８３５ 土木一式工事 交通安全施設工事

た 41 県内 高島鉱建㈱ ５２０－１６１２ 高島市今津町下弘部２５８番地 桑原　隆夫 ０７４０－２２－８１１８ ０７４０－２２－８１１０ 建築一式工事 ―

た 45 管内 大栄テクノ㈱ ５２６－００６２ 長浜市列見町２１７番地 松居　宏純 ６３－６６０１ ６３－６０１３ 建築一式工事

た 59 県外 ㈱タカダ ５３０－０００１ 大阪市北区梅田一丁目２番２－１２００号 平松　圭一 ０６－６３４４－０５４０ ０６－６３４４－０５４１ 機械設備工事 ―

た 64 県外 ㈱タクマ ６６０－０８０６ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 加藤　隆昭 ０６－６４８３－２６０９ ０６－６４８３－２７５１ 清掃施設工事 ―

た 90 県内 大和リース㈱　滋賀支店 ５２４－００４１ 守山市勝部四丁目２番１０号 飯田　耕一 ０７７－５８３－０８６７ ０７７－５８３－１５６０ 建築一式工事 ―

た 91 県外 太陽築炉工業㈱ ８１２－００４５ 福岡市博多区東公園６番２１号 江口　正司 ０９２－６５１－４１３１ ０９２―６５１－４１４９ 機械設備工事 ―

た 105 県外 大栄環境㈱ ６５８－００３１ 兵庫県神戸市東灘区向洋町東二丁目２番４号 金子　文雄 ０７８－８５７－６６００ ０７８－８５７－５２５５ 清掃施設工事 ―

た 127 管内 太北建設 ５２６－０８０２ 長浜市東上坂町１５５５番地 北川　一光 ６２－６４１７ ６２－１４７８ 土木一式工事 舗装工事

た 140 管内 太陽技建㈱ ５２６－０８４７ 長浜市山階町４５５番地３２ 大橋　理奈 ６４－３９９０ ６５－５４２１ 土木一式工事 給排水冷暖房工事

た 146 県外 大成建設㈱　関西支店 ５４２－００８１ 大阪市中央区南船場一丁目１４番１０号 金井　隆夫 ０６－６２６５－４５３０ ０６－６２６５－４５３８ 建築一式工事 ―

た 155 県外 大機エンジニアリング㈱ ５５５－０００１ 大阪市西淀川区佃五丁目８番３０号 人見　榮一 ０６－６４７７－８０７７ ０６－６４７７－８０５５ 機械設備工事 ―

た 186 管内 タニグチ建設 ５２１－００３１ 米原市一色３４８番地 谷口　雅雄 ５４－２７８７ ５４－２７８７ 土木一式工事 給排水冷暖房工事

た 198 管内 ㈱タカケイ ５２９－０４２２ 長浜市木之本町田部５４４番地 高山　幸弘 ８２－４４４３ ８２－３６１２ 電気設備工事 給排水冷暖房工事

た 205 県外 ㈱タクトシステム ６３９－１０５１ 奈良県大和郡山市城町１８１２番地２０ 清水　國泰 ０７４３－５２－７４６９ ０７４３―５３―０６７８ 清掃施設工事 ―

た 244 管内 ㈱大和 ５２６－００４７ 長浜市下坂浜町９８番地１ 大神　信也 ６３－５０３１ ６３－８５９３ 建築一式工事 建築附帯工事

つ 10 県内 ㈱辻正 ５２０－３４３５ 甲賀市甲賀町相模１４１番地１ 辻　政志 ０７４８－８８－３２００ ０７４８－８８－３２２６ 建築一式工事 ―

つ 162 県内 TSUCHIYA㈱　滋賀営業所 ５２２－００４３ 彦根市小泉町３００番地２１ 西川　正嗣 ２２－１５６６ ２２－５９８８ 建築一式工事 ―

つ 180 管内 ㈱塚本組 ５２１－０３１４ 米原市春照７００番地２ 福永　和成 ５８－１２０８ ５８－１８７７ 土木一式工事 舗装工事

つ 188 管内 ㈲鶴美 ５２９－０３４２ 長浜市湖北高田町５８４番地１ 早野　貴雅 ７８－１７２８ ７８－１７２６ 土木一式工事 建築附帯工事

つ 216 管内 ㈱司機工 ５２６－０２５２ 長浜市八島町１５４１番地１ 高岸　卓司 ７４－１４５５ ７４－１４３４ 機械設備工事 給排水冷暖房工事

つ 259 県内 辻寅建設㈱　彦根支店 ５２２－０００２ 彦根市松原町字松中１１３３番地７ 板谷　健司 ２４－６９１６ ２４―６９１５ 建築一式工事 ―

て 71 県外 テスコ㈱ １０１－００６５ 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 小林　千尋 ０３－５２４４－５３１１ ０３－５２４４－５６６１ 清掃施設工事 ―



て 111 県外 ㈱デイケイケイサービス関西 ５７１－００７４ 大阪府門真市宮前町1番6号 今吉　雅之 ０７２－８８５－０２６１ ０７２－８８３－５５２４ 機械設備工事 ―

て 163 県内 ㈱テクノミツボシ ５２８－００２３ 甲賀市水口町本丸３番４５号 谷口　学 ０７４８－６２－１１６６ ０７４８－６２－５１６６ 電気設備工事 ―

て 265 県外 ㈱ＴＳＳ ８１２－０８９６ 福岡市博多区東光寺町二丁目１番８号 後藤　哲也 ０９２－４１５－３７３３ ０９２－４１５－３７５５ 機械設備工事 ―

と 29 県内 飛島建設㈱　滋賀営業所 ５２０－２１０２ 大津市松が丘七丁目８－７ 安藤　晴彦 ０７７－５４９－８００１ ０７７－５４９－８０１０ 土木一式工事 ―

と 32 管内 ㈲友田電気商会 ５２６－００４１ 長浜市四ツ塚町１１９番地５ 友田　篤史 ６３-１３６９ ６３－１６０６ 電気設備工事 ―

と 61 県外 戸田建設㈱　大阪支店 ５５０－０００５ 大阪市西区西本町一丁目１３番４７号 光用　薫 ０６－６５３１－５０２２ ０６－６５３１－６７４３ 建築一式工事 ―

と 65 県外 東急建設㈱　大阪支店 ５３１－８５１９ 大阪市北区豊崎三丁目１９番３号 津久井　雅史 ０６－６３７７－６５６６ ０６－６３７７－６６４１ 建築一式工事 ―

と 67 管内 ㈱東洋建設 ５２９－０１３２ 長浜市長田町４３番地 中川　時政 ７３－２２６８ ７３－４３３８ 土木一式工事 建築附帯工事

と 154 県外 巴工業㈱　大阪支店 ５３０－０００１
大阪市北区梅田二丁目２番２２号
ハービスENTオフィスタワー

羽鳥　雅信 ０６－６４５７－２８９７ ０６－６４５７－２８９９ 機械設備工事 ―

と 166 管内 東亜工業㈱ ５２６－００３３ 長浜市平方町３６６番地３ 沓水　文男 ６２－２２００ ６２―２２４１ 建築一式工事 建築附帯工事

と 169 県外 東伸エンジニアリング㈱ １４１－００３１ 東京都品川区西五反田二丁目29番9号 江﨑　大輔 ０３－６４２０－３５５１ ０３－６４２０－３５５２ 機械設置工事 ―

と 237 県外 東亜建設工業㈱　京滋営業所 ６００－８３２２ 京都市下京区西洞院通五条下ル小柳町５１３－２ 恒川　和久 ０７５－３６１－７１５５ ０７５－３６１－７１５６ 建築一式工事 ―

と 250 県外 東洋ホイスト㈱ ８１１－０１１２ 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目１１番１号 東谷　典章 ０９２－９６２－１４３１ 092－９６２－１４３３ 機械設備工事 ―

な 21 管内 中川建設㈱ ５２１－０２１８ 米原市志賀谷８９５番地１ 中川　誠裕 ５５－２７１９ ５５－２９００ 土木一式工事 ―

な 47 管内 長住建設㈱ ５２６－００４３ 長浜市大戌亥町１００１番地 松居　慶浩 ６３－１６１１ ６４－０６６１ 建築一式工事 ―

な 63 県内 ㈱中島電業所 ５２５－００２２ 草津市川原町１３２番地４ 中嶋　良典 ０７７－５６２－０８３７ ０７７－５６２－３３３１ 電気設備工事 ―

な 120 管内 ㈱中森建業 ５２６－００２４ 長浜市三ツ矢元町２４番９号 中森　直規 ６２－５７２５ ６５－５７２５ 舗装工事 土木一式工事

な 133 県外 ナゴヤプラント㈱ ４６１－０００４ 名古屋市東区葵三丁目２５番１号 寺嶋　秀司 ０５２－９３５－１７０６ ０５２－９３５－１７０９ 清掃施設工事 ―

な 182 管内 ㈱中川組 ５２１－００１２ 米原市米原１０８１番地 中川　進 ５２－０１６１ ５２－５１００ 土木一式工事 建築一式工事

な 213 管内 ㈲中原工務店 ５２１－００６３ 米原市飯５９３番地 中原　富貴子 ５２－５６４５ ６２－３５４６ 土木一式工事 舗装工事

な 230 県内 ㈱ナカテック ５２０－０８０１ 大津市におの浜三丁目４番４０号 中村　正豊 ０７７－５２１－４４６１ ０７７－５２１－７５０１ 機械設備工事 ―

に 35 県外 西松建設㈱　関西支店 ５４０－８５１５ 大阪市中央区釣鐘町二丁目４番７号 木村　博規 ０６－６９４２－２２０６ ０６－６９４２－４４１１ 建築一式工事

に 84 県内 ㈱日建 ５２４－００３１ 守山市立入町４７５番地の２ 旗手　紘一郎 ０７７－５８３－７４００ ０７７―５８３－７４１２ 建築一式工事 ―

に 88 県内 ㈱ニシデン ５２７－００３４ 東近江市沖野三丁目８番３１号 西田　浩之 ０７４８－２５－１９２９ ０７４８－２５－２０３８ 電気設備工事 ―

に 138 県外 日本国土開発㈱　京滋営業所 ６０４－８１８１ 京都市中京区間之町御池下ル綿屋町５２０－１ 上砂　和之 ０７５－２４１－１７４８ ０７５－２５６－３６０４ 建築一式工事 ―

に 151 県内 ㈱日研 ５２７－００１７ 東近江市昭和町３番３６号 藤原　康行 ０７４８－２２－５６２５ ０７４８－２４－０５６２ 交通安全施設工事 ―

に 203 県内 西村建設㈱ ５２０－３２３４ 湖南市中央三丁目１２番地 中村　好弥 ０７４８－７２－１１２１ ０７４８－７２－７３２０ 建築一式工事 ―

に 224 県外 日本坩堝㈱　大阪支店 ５７７－０００２ 東大阪市稲田上町一丁目２番２２号 羽留　稔晃 ０６－６７４６－１２８１ ０６－６７４６－１２９８ 清掃施設工事 ―

の 201 県内 ㈱ノセヨ ５２２－００２９ 彦根市地蔵町１１２番地１ 野瀬　隆之 ３０－２０３８ ３０－０１１７ 電気設備工事 ―

は 101 県内 ㈱橋本建設 ５２２－０２２１ 彦根市野口町２８３番地１ 林　茂敏 ２５－３３００ ２５－３３０８ 土木一式工事 ―

は 167 県内 八田建設㈱ ５２０－１１２１ 高島市勝野２０２番地３ 八田　庄平 ０７４０－３６－１２０８ ０７４０－３６－１５６４ 建築一式工事 ―

は 243 管内 ㈱萩原建設 ５２６－０２４４ 長浜市内保町１３７番地 萩原　英樹 ７４－１３４５ ７４－１３４７ 土木一式工事 造園工事

ひ 53 管内 ㈲光商店 ５２９－０２１２ 長浜市高月町井口１３８番地 森　　忠男 ８５－２１８８ ８５－２１９５ 建築一式工事 建築附帯工事

ひ 60 県内 ㈱日吉 ５２３－８５５５ 近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 ０７４８－３２－５１１１ ０７４８－３２－３３３９ 土木一式工事 ―

ひ 143 県外 日立造船㈱ ５５９－００３４ 大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 谷所　敬 ０６－６５６９－０００１ ０６－６５６９－０００２ 清掃施設工事 ―

ひ 191 県内 彦根鑿泉㈱ ５２２－０２３４ 彦根市森堂町１４７番地 角谷　隆幸 ２５－２３４５ ２５－２３３４ 機械設備工事 ―

ひ 251 県内 ㈱びわ建設 ５２４－０１０３ 守山市洲本町２４００番地２ 尾谷　孝 ０７７-５８５－６１１４ ０７７－５８５－６１２４ 交通安全施設工事 ―

ひ 252 県内 ㈱ＢＫＣ ５２４－０１０３ 守山市洲本町２４００番地２ 尾谷　光 ０７７-５８５－６１１４ ０７７－５８５－６１２４ 交通安全施設工事 ―

ふ 6 管内 ㈲フジノ ５２６－０８０１ 長浜市千草町２７番地 藤野　浅弘 ６５－３２５１ ６５－３２７１ 土木一式工事 舗装工事

ふ 8 管内 古川工業㈱ ５２６－０２４４ 長浜市内保町３２５番地１ 古川　政博 ７４－３０７５ ７４－３０７８ 建築一式工事 土木一式工事

ふ 33 管内 不二電設工業㈱ ５２６－００１４ 長浜市口分田町４６０番地４ 藤本　尚希 ６５－７７６５ ６５－７７６０ 電気設備工事 消防施設工事

ふ 40 管内 ㈱藤田工業 ５２９－０４２５ 長浜市木之本町木之本７４６番地１ 藤田　壮一郎 ８２－２１２９ ８２－３３８０ 建築一式工事 給排水冷暖房工事

ふ 73 管内 藤井建設 ５２９－０５２７ 長浜市余呉町東野１２８番地４１ 藤井　正男 ８６－３８３５ ８６－３４６１ 土木一式工事 給排水冷暖房工事

ふ 83 県外 富士建設工業㈱ ９５０－３１０２ 新潟市北区島見町３３０７番地１６ 鳴海　利彦 ０２５－２５５－４１６１ ０２５－２５５－３３０１ 機械設備工事 ―

ふ 97 県外 古河産機システムズ㈱　大阪支店 ５３０－０００3 大阪市北区堂島一丁目５番１７号
山崎　直

樹
０６－６３４４－２５３２ ０６－６４４０－４５６５ 機械設備工事 ―

ふ 125 管内 ㈱古澤組 ５２６－０８０２ 長浜市東上坂町１５６１番地 古澤　智幸 ６３－２６４１ ６５－２１６４ 土木一式工事 建築附帯工事

ふ 145 県外 富士電機㈱　関西支社 ５３０－００１１ 大阪市北区大深町３番１号 新村　進 ０６－７１６６－７３００ ０６－７１６６－７３９９ 電気設備工事 ―

ふ 195 管内 ㈲福永建設 ５２９－０３１３ 長浜市湖北町伊部５５１番地 福永　正史 ７８－０５８０ ７８―２２７６ 土木一式工事 建築附帯工事

ふ 229 県外 ㈱フソウ　大阪支社 ５５０－０００４ 大阪市西区靱本町一丁目４番１２号 原川　崇 ０６－６４７９－１６７１ ０６－６４７９－１６３１ 機械設備工事 ―

ふ 238 県外 ㈱フジタ　大阪支店 ５３０－０００３ 大阪市北区堂島二丁目１番１６号 新谷　恭英 ０６－６３４８－４５６０ ０６－６３４５－８０１３ 建築一式工事 ―

ほ 9 管内 ㈱本庄組 ５２６－０８０３ 長浜市西上坂町１０３８番地１ 本庄　茂博 ６４―０８８８ ６４－１１１５ 土木一式工事 建築附帯工事

ほ 15 管内 豊栄建設㈱ ５２６－０１０５ 長浜市細江町４２７番地 森　善昭 ７２－３０３５ ７２－３３５８ 舗装工事 土木一式工事

ほ 66 管内 ホクシン建設工業㈱ ５２１－００６２ 米原市宇賀野２３７番地３ 北川　美恵子 ５２－０２１２ ５２－０２２９ 土木一式工事 舗装工事

ほ 147 県内 ㈱ほくつう　関西支店 ５２０－２１３４ 大津市瀬田六丁目３番１９号 平井　一禎 ０７７－５４３－１１１３ ０７７－５７２－５１２３ 電気設備工事 ―

ま 24 管内 マルセイ建設㈱ ５２６－０２４２ 長浜市三田町１３６２番地１ 鈴木　一平 ７４－３８８０ ７４－３８８１ 土木一式工事 舗装工事

ま 37 県内 ㈱マルヤマ ５２１－１１２１ 彦根市海瀬町８６７番地８ 丸山　忠隆 ４３－７２４５ ３５－４７３６ 建築附帯工事 ―



ま 42 管内 ㈱松岡建設 ５２９－０２１２ 長浜市高月町井口１３３１番地２３ 松岡　茂信 ８５－４８１０ ８５－４８９０ 土木一式工事 舗装工事

ま 77 管内 前田鉄工 ５２９－０３６４ 長浜市湖北町尾上２７９番地 石田　圭祐 ７９－００４４ ７９－００９９ 建築一式工事 鉄骨工事

ま 107 県内 真柄建設㈱　大津営業所 ５２０－００４４ 大津市京町一丁目２番２２号 谷村　隆司 ０７７－５２３－０１４１ ０７７―５２４－４３４９ 建築一式工事 ―

ま 123 管内 ㈱マルコー ５２６－０２５２ 長浜市八島町１５４８番地４ 北川　てるゑ ５０－６８１４ ５０－６８１４ 土木一式工事 ―

ま 124 管内 マルタカ建設㈱ ５２９－０１２２ 長浜市酢２６８番地３ 大橋　孝守 ７３－３１８５ ７３－４４９８ 土木一式工事 建築附帯工事

ま 130 県内 ㈱丸屋建設 ５２０－３０４２ 栗東市辻４７４番地２ 嶋田　頼次 ０７７－５５２－４３９４ ０７７－５５４－００２５ 建築一式工事

ま 171 県内 マルイチエンジニアリング㈱ ５２４－００１３ 守山市下之郷町二丁目５番１８号 荒山　和也 ０７７－５８１－１６１７ ０７７－５８１－１６８３ 電気設備工事 ―

ま 172 県外 前田建設工業㈱関西支店 ５４１－８５２９ 大阪市中央区久太郎町二丁目５番３０号 小酒井　公行 ０６－６２４３－２４１５ ０６－６２４３－２４０６ 建築一式工事 ―

ま 179 管内 ㈱松居土木 ５２１－００７２ 米原市顔戸２０３４番地 松居　悟 ５２－３２２０ ５２―３９９９ 土木一式工事 舗装工事

ま 189 管内 ㈱マルホ建設 ５２１－００３２ 米原市枝折３６２番地２ 細江　貴之 ５４－２０９６ ５４－０７３３ 土木一式工事 舗装工事

ま 196 管内 ㈱マツオ ５２１－００１６ 米原市下多良５５番地４ 松井　宏貢 ５２－４７３７ ５２―４７４７ 土木一式工事 舗装工事

ま 199 管内 ㈱松井組 ５２９－０１２２ 長浜市酢２７８番地１ 松井　哲也 ７３－４０９１ ７３―３１６４ 土木一式工事 舗装工事

ま 235 県外 ㈱前田産業 ８６１－４１３３ 熊本県熊本市南区島町五丁目７番３号 木村　洋一郎 ０９６－３５８－６６００ ０９６－３５８－０７５４ 建築附帯工事 ―

ま 240 県内 松山産業㈱ ５２８－０２１１ 甲賀市土山町北土山１７００番地 松山健一郎 ０７４８－６６－１１６１ ０７４８－６６－１１６５ 建築一式工事 ―

み 31 県外 三菱化工機㈱　大阪支社 ５４１－００４２ 大阪市中央区今橋二丁目５番８号 正木　惠之 ０６－６２３１－８００１ 06－6222－4997 機械設備工事 ―

み 46 管内 ㈱宮本組 ５２６－００３３ 長浜市平方町８３７番地 宮本　武藏 ６２－６８７４ ６２－６９００ 建築一式工事 建築附帯工事

み 57 県外
三菱重工環境・化学エンジニアリング
㈱　関西支店

５５０－０００１
大阪市西区土佐堀一丁目３番２０号　三菱重工大阪
ビル

久保井　努武 ０６－６４４６－４０８０ ０６―６４４６―４０８１ 機械設備工事 ―

み 58 県外
三菱電機ビルテクノサービス㈱　関西
支社

５３０－６０１８ 大阪市北区天満橋一丁目８番３０号 大塚　眞史 ０６－６３５５－６０００ ０６－６３５５－６００６ 機械設備工事 ―

み 80 県外 ㈱宮本工業所 ９３０－８５１２ 富山市奥田新町１２番３号 宮本　芳樹 ０７６－４４１－２２０１ ０７６－４４１－６６４５ 機械設備工事 ―

み 103 県外 三重中央開発㈱ ５１８－１１５２ 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 金子　文雄 ０５９５－２０－１１１９ ０５２５－２０－１３９８ 清掃施設工事 ―

み 170 県外 三井住友建設㈱　大阪支店 ５４１－００４１ 大阪市中央区北浜四丁目７番２８号 毛利　俊彦 ０６－６２２０－８７２４ ０６―６２２０―８７５９ 土木一式工事 ―

み 253 管内 ㈱宮元工務店 ５２６－０２２４ 長浜市東野町１８４番地３ 宮元　藤士一 ５１－９０３１ ５１－９０３２ 土木一式工事 舗装工事

み 268 県内 水田電工㈱ ５２０－０８４４ 大津市国分一丁目２３番３３号 水田　稔 ０７７－５３７－２８０１ ０７７－５３７－２８１３ 消防施設工事 ―

み 269 県外
三井造船環境エンジニアリング㈱ 大
阪支店

５５０－０００４ 大阪市西区靭本町一丁目１１番７号 井田　隆之 ０６－６４４５－０１００ ０６－６４４５－０１１０ 機械設備工事 ―

む 19 県内 ㈱ムラカミ ５２２－００４１ 彦根市平田町６０６番地６ 村上　正輝 ２４－３７６５ ２２－９７３７ 塗装工事 ―

む 228 県外 村本建設㈱　京都営業所 ６０４－００３３ 京都市中京区御池西洞院東入橋之町７４１番地３ 永市　大吾 ０７５－２１３－０８５５ ０７５－２１３－０８５８ 建築一式工事 ―

む 234 県内 村防工業㈱ ５２７－００８６ 東近江市上平木町１８５０番地１ 村防　勝公 ０７４８－２２－６６１１ ０７４８－２３－５７７０ 機械設備工事 ―

む 271 県外 ㈱宗重商店 ９２０－０３４２ 石川県金沢市畝田西一丁目１１２番地 宗守　重泰 ０７６－２６６－６０００ ０７６－２６６－６１６１ 建築附帯工事 ―

め 3 管内 ㈱明豊建設 ５２６－０８０４ 長浜市加納町３９４番地 本庄　浩二 ６２－６５８０ ６２－０４７６ 土木一式工事 舗装工事

め 39 管内 目片鉄工㈱ ５２９－０２４１ 長浜市高月町高月２２５２番地３ 目片　利明 ８５－３２７１ ８５－３２７３ 機械設備工事 鉄骨工事

め 104 県外 メタウォーター㈱　西日本営業部 ５３０－００１８
大阪市北区小松原町２番４号
大阪富国生命ビル

田沼　剛 ０６－７７０９－９５０３ ０６－７７０９－９５２８ 清掃施設工事 ―

め 139 管内 ㈱メック ５２６－０８０３ 長浜市西上坂町９９９番地１ 川瀬　真二 ６５－３１７１ ６５―３１７２ 電気設備工事 ―

め 270 県外 ㈱明光 ６４９－０１０１ 和歌山県海南市下津町下津３０８０番地の１ 綛田　さよ志 ０７３－４９２－１４２６ ０７３－４９２－４６５９ 塗装工事 ―

や 51 管内 和住建 ５２９－０３１３ 長浜市湖北町伊部２０３番地１ 中川　和保 78‐0611 78-0611 建築一式工事 土木一式工事

や 74 管内 ㈱山岡建業 ５２９－０７０３ 長浜市西浅井町野坂１７９番地 山岡　辰也 ８８－０６３６ ８８－０６３７ 建築一式工事 土木一式工事

や 96 県内 ㈱ヤマタケ創建 ５２０－２５３１ 蒲生郡竜王町山之上３２７６番地 竹井　友明 ０７４８－５７－１１００ ０７４８－５７－１１５５ 建築一式工事 ―

や 164 管内 ㈱山田建設 ５２１－００７３ 米原市箕浦４３９番地の１ 山田　敏秀 ５２－４４５１ ５２－４８１８ 土木一式工事 舗装工事

や 209 管内 ヤマト管工㈱ ５２６－００３５ 長浜市平方南町６２番地 大西　良明 ６２－７８９６ ６５―２５０７ 給排水冷暖房工事 電気設備工事

や 219 管内 ㈲山口屋 ５２６－０８１３ 長浜市堀部町５６９番地 山口　竹志 ６２－２９１１ ６５－０８６８ 建築附帯工事 ―

や 248 管内 ㈲山﨑設備 ５２６－０２５２ 長浜市八島町８８８番地２ 山﨑　正明 ７４－３６８０ ７４－３６８４ 土木一式工事 ―

や 257 管内 八木電器㈱ ５２９－０２０５ 長浜市高月町唐川30番地 八木　富士夫 ８５－４９５７ ８５－４６１１ 電気設備工事 給排水冷暖房工事

ゆ 52 管内 ユタカ建設興業㈲ ５２１－０２３３ 米原市野一色８１６番地 野一色　征子 ５５－０８２２ ５５－３４２４ 土木一式工事 舗装工事

ゆ 194 管内 ㈱悠工業 ５２９－０１２１ 長浜市桜町１４３番地６１ 藤田　利之 ７３－３１４４ ７３－３６３５ 土木一式工事 ―

よ 22 管内 ㈱吉建 ５２６－０８０２ 長浜市東上坂町１２５１番地 吉原　誠也 ６３－３７８３ ６３－３８５１ 舗装工事 ―

よ 48 管内 ㈱義中組 ５２６－０８０２ 長浜市東上坂町８１２番地１ 中川　義隆 ６３－０５８１ ６３－０５３１ 土木一式工事 舗装工事

よ 69 管内 ㈲吉田電気工業 ５２６－０２５３ 長浜市平塚町３６番地 吉田　隆 ７４－０２７４ ７４－０２８６ 電気設備工事 ―

よ 214 管内 ㈱吉工 ５２６－０８０５ 長浜市榎木町２０１１番地 吉原　一真 ６３－０８８３ ６３－００５９ 土木一式工事 舗装工事

ら 227 県内 ㈱ライフテックミツダ ５２７－００７１ 東近江市今堀町６２１番地の１ 光田　昌弘 ０７４８－２３－０６６７ ０７４８―２４―１３１５ 電気設備工事 ―

ろ 92 県外 六興電気㈱　大阪支店 ５３０－００４４ 大阪市北区東天満二丁目９番１号 草富　保博 ０６－６３５２－５７８１ ０６－６３５２－５７３７ 電気設備工事 ―

わ 72 管内 和田材木店 ５２１－００３２ 米原市枝折５７０番地 和田　　浩 ５４－１１０２ ５４－１１１０ 土木一式工事 建築一式工事


