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四国営業所

担当部長　田中　幸典

四国営業所

所長　住友　敏彦

四国支店

常務執行役員支店長　佐藤　八三

761-8024

令和  4 年  6 月  1 日県外

所長　阪中　寿康

四国支店

支店長　田邉　裕之
140033 株式会社　安藤・間

大阪支店

支店長　生島　栄一

四国営業所

香川県高松市林町2507-2

761-0301 香川県高松市林町2507-2

760-0026

760-0040 香川県高松市片原町11-1

香川県高松市磨屋町3-1

所長　谷本　陽一

香川県高松市鬼無町藤井625-1

高松営業所

所長　杉本　聖和

　

代表取締役　木越　健二

761-0301

771-1151

四国営業所

香川県高松市磨屋町5-9

四国支店

支店長　山地　正敏

受任者

代表者職・氏名

現在

郵便番号

770-0841 徳島県徳島市八百屋町1-14

住　　　　　　所

阿南市入札参加有資格業者名簿（建設工事）

専務取締役支店長　鎌田　寿一

四国支店

支店長　岡野　昌誠

愛媛県新居浜市西原町2-2-9-
113

792-0011

763-0083 香川県丸亀市土器町北1-62
香川支店

　

代表取締役　前田　幸治

香川県高松市磨屋町3-1

香川県高松市塩上町3-2-4

大阪府大阪市浪速区湊町1丁目
2番3号

大阪府大阪市此花区西九条5-
3-28

556-0017

760-0062

大阪本店

取締役本店長　豊田　彰啓
140085 株式会社　淺沼組

140092 あおみ建設　株式会社
四国支店

支店長　西岡　里志

530-0001

760-0026140456 青木あすなろ建設　株式会社
四国支店

支店長　髙倉　剛

四国営業所

所長　黒川　直幸

140795 アイテック　株式会社

140642 アイム電機工業　株式会社

香川県高松市城東町1-6-26

香川県高松市番町1-6-6

大阪府大阪市北区梅田1-13-1

760-0017

760-0036アイサワ工業　株式会社

愛知時計電機　株式会社
高松営業所

浅海電気　株式会社

140188

商号又は名称
登録
番号

140222

140290

140721

140670 アイエン工業　株式会社

株式会社　ＩＨＩインフラ建設

徳島県徳島市応神町古川字戎
子野113

760-0026

所長　坂ノ上　元

140787 株式会社　アセント 108-0023

浅野アタカ　株式会社 554-0012140767

140279

140412 株式会社　石垣
四国支店

支店長　秋山　豊弘

株式会社　朝日工業社

東京都港区芝浦4-16-23

140202 香川県高松市番町2-17-15株式会社　安部日鋼工業 760-0017

140171 岩田地崎建設　株式会社
四国支店

執行役員支店長　永原　優

140373 石垣メンテナンス　株式会社
四国支店

支店長　大井　崇司

株式会社　エース・ウォーター

140356 株式会社　ウォーターテック

140283 エクシオグループ　株式会社

140760

取締役社長　小林　功

　

761-8071 香川県高松市伏石町2036-4

761-0301 香川県高松市林町148-20

140498
エスエヌ環境テクノロジー　株式
会社

140403 株式会社　ＳＴＮｅｔ 761-0195 香川県高松市春日町1735-3

　

代表取締役　辻　勝久
554-0012

大阪府大阪市此花区西九条5-
3-28
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140526 株式会社　カナック
徳島営業所

770-0905 徳島県徳島市東大工町3-16
所長　岡田　敬二

140184 鹿島建設　株式会社
四国支店

760-0050 香川県高松市亀井町1-3
執行役員支店長　尾﨑　美伸

140744
鹿島環境エンジニアリング　株式
会社

　
107-0051 東京都港区元赤坂1-5-31

代表取締役　新川　隆夫

140415 開成工業　株式会社
　

861-0124
熊本県熊本市北区植木町石川
450-1代表取締役　徳安　正範

140793
オルガノプラントサービス　株式
会社

関西事業所
564-0053 大阪府吹田市江の木町1－6

取締役関西事業所長　松本　浩二

140128 オルガノ　株式会社
関西支店

564-0053 大阪府吹田市江の木町1-6
支店長　角　洋一郎

140039 オリエンタル白石　株式会社
四国営業支店

770-0942 徳島県徳島市昭和町1-11
支店長　沖野　卓偉

140419 奥村組土木興業　株式会社
徳島営業所

770-8053 徳島県徳島市沖浜東3-2
所長　後藤　文男

140054 株式会社　奥村組
四国支店

760-0023 香川県高松市寿町2-3-11
執行役員支店長　角谷　嘉泰

140327 奥アンツーカ　株式会社
西日本支店

812-0888
福岡県福岡市博多区板付6-3-
24支店長　高橋　裕樹

140173 沖電気工業　株式会社
四国支社

760-0017 香川県高松市番町1-7-5
支社長　秀　文人

140686 ＯＫＩクロステック　株式会社
四国支社

760-0078 香川県高松市今里町2-30-20
支社長　桑山　尚俊

140191 株式会社　大本組
四国支店

760-0017 香川県高松市番町3-2-1
支店長　山田　健次

140094 株式会社　大林組
四国支店

760-0007 香川県高松市中央町11-11
常務執行役員支店長　佐々木　嘉仁

140696 大久保体器　株式会社
　

703-8214 岡山県岡山市東区鉄409
代表取締役　安田　透

140129 株式会社　荏原製作所
四国支店

761-8071 香川県高松市伏石町2151-2
支店長　藤澤　稔

140529 荏原実業　株式会社
大阪支社

541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-
2-13支社長　菊池　桂司

140662 株式会社　ＮＴＴドコモ
四国支社

760-0018 香川県高松市天神前9-1
執行役員四国支社長　吉澤　啓介

140260 株式会社　ＮＨＫテクノロジーズ
松山総支社

790-0952 愛媛県松山市朝生田町2-2-33
総支社長　土屋　幸男

140817 NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ　株式会社
営業統括本部

136-8627 東京都江東区新木場1-18-7
本部長　鈴木　真人

140340 ＮＥＣネッツエスアイ　株式会社
四国支店

760-0008 香川県高松市中野町29-2
支店長　佐々木　正人

140763
株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ四国

　
790-0003 愛媛県松山市三番町4-9-6

代表取締役　山田　典史

140407
エヌ・ティ・ティ・インフラネッ
ト　株式会社

徳島支店
770-0052 徳島県徳島市中島田町2-26

支店長　森　一庸

阿南市入札参加有資格業者名簿（建設工事）県外 令和  4 年  6 月  1 日 現在
登録
番号

商号又は名称
受任者

郵便番号 住　　　　　　所
代表者職・氏名
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140057 栗原工業　株式会社
徳島営業所

770-0865 徳島県徳島市南末広町4-54
所長　宗岡　純平

140439 株式会社　クリタス
西日本支社

569-1123 大阪府高槻市芥川町1-7-26
西日本支社長　竹口　広樹

140041 株式会社　熊谷組
四国支店

760-0080 香川県高松市木太町3027-1
支店長　清水　收

140583
クボタ環境エンジニアリング　株
式会社

大阪支社
661-8567 兵庫県尼崎市浜1-1-1

支社長　加藤　佳行

140119 株式会社　クボタ
中四国支社四国営業所

760-0050 香川県高松市亀井町2-1
所長　名越　修

140117 株式会社　きんでん
四国支社

760-0066 香川県高松市福岡町3-4-8
執行役員支社長　岡田　眞嗣

140687 近畿工業　株式会社
　

530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-6-5
代表取締役　田中　恒良

140360 菊池建設工業　株式会社
　

791-8056 愛媛県松山市別府町620-2
代表取締役　菊池　臣起

140194 極東サービス　株式会社
大阪営業所

660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5-9-1
所長　桑村　貴裕

140293 極東興和　株式会社
四国支店

781-0074 高知県高知市南金田10-1
支店長　依光　洋宗

140543 極東開発工業　株式会社
　

663-8545 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45
代表取締役　布原　達也

140727 協和テクノロジィズ　株式会社
香川事業所

760-0078 香川県高松市今里町1-9-14
事業所長　濱本　威一郎

140552 協和機電工業　株式会社
大阪支店

536-0022
大阪府大阪市城東区永田2-1-
20支店長　村田　隆

140637 岩水開発　株式会社
四国営業所

771-0112 徳島県徳島市川内町富吉55-74
所長　吉成　公男

140019 株式会社　ガイアート
徳島営業所

771-0204
徳島県板野郡北島町鯛浜字か
や2-4営業所長　中平　健太郎

140488
株式会社　かんでんエンジニアリ
ング

四国営業所
769-2101 香川県さぬき市志度1298-40

所長　久保　隆志

140627 管清工業　株式会社
大阪支店

536-0007
大阪府大阪市城東区成育1-6-
26支店長　廣瀬　孝雄

140681 株式会社　カンサイ
　

731-5102
広島県広島市佐伯区五日市町
大字石内460代表取締役社長　川本　義二

140388 川田建設　株式会社
徳島営業所

770-0942 徳島県徳島市昭和町5-5
所長　井内　匠

140732 川田工業　株式会社
四国営業所

764-8520
香川県仲多度郡多度津町西港
町17所長　加藤　栄一

140046 川崎設備工業　株式会社
四国営業所

763-0012 香川県丸亀市土居町2-2-5
所長　大川　浩二

140656 鎌長製衡　株式会社
　

761-0196
香川県高松市牟礼町牟礼2246
番地代表取締役　鎌田　長明

140720 金下建設　株式会社
　

629-2251 京都府宮津市字須津471-1
代表取締役社長　金下　昌司

登録
番号

商号又は名称
受任者

郵便番号 住　　　　　　所
代表者職・氏名

阿南市入札参加有資格業者名簿（建設工事）県外 令和  4 年  6 月  1 日 現在
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140633 三電計装　株式会社
　

760-0011 香川県高松市浜ノ町58-6
代表取締役　和田　成登

140595 三精工事サービス　株式会社
　

530-0033 大阪府大阪市北区池田町1-43
代表取締役　畑中　祐介

140574 三広工業　株式会社
　

581-0039 大阪府八尾市太田新町6-26
代表取締役　庄井　弘樹

140430 三晃工業　株式会社
　

551-0023
大阪府大阪市大正区鶴町2-15-
26代表取締役　山梶　章

140410 株式会社　三晃空調
大阪本店

530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-13-
20取締役本店長　緒方　啓一

140397 三建設備工業　株式会社
四国営業所

760-0024 香川県高松市兵庫町8-1
所長　白川　洋

140207 三機工業　株式会社
四国支店

760-0017 香川県高松市番町1-1-5
常任理事支店長　松本　修

140027 三協工業　株式会社
大阪支社

542-0081
大阪府大阪市中央区南船場2-
5-8支社長　塩谷　惠一

140013 佐藤工業　株式会社
四国営業所

760-0068 香川県高松市松島町1-12-12
所長　河合　圭三

140713 酒井工業　株式会社
　

601-8027
京都府京都市南区東九条中御
霊町53-4代表取締役　仲辻　浩一

140181 斎久工業　株式会社
岡山支店四国営業所　

761-8075 香川県高松市多肥下町1511-1
営業所長　山田　勝史

140030 五洋建設　株式会社
四国支店

790-0011 愛媛県松山市千舟町4-4-3
執行役員支店長　河上　清和

140751 株式会社　五藤光学研究所
　

183-8530 東京都府中市矢崎町4-16
取締役社長　五藤　信隆

140783 株式会社　合田工務店
　

760-0018 香川県高松市天神前9-5
代表取締役　森田　紘一

140746 小松電機産業　株式会社
　

690-0046
島根県松江市乃木福富町735-
188代表取締役　小松　昭夫

140778 株式会社　駒井ハルテック
　

550-0012
大阪府大阪市西区立売堀4-2-
21代表取締役　中村　貴任

140575
コニカミノルタプラネタリウム
株式会社

　
170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-3

代表取締役社長　古瀬　弘康

140641 株式会社　コトブキ
高松営業所

761-8071 香川県高松市伏石町2152-4
所長　松川　貴彦

140499 コスモ工機　株式会社
四国支店

761-0101 香川県高松市春日町1709-4
支店長　村岡　明

140038 株式会社　鴻池組
大阪本店

541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3-6-1
取締役専務執行役員本　梅本　真

140102 株式会社　コート
徳島営業所

770-0004 徳島県徳島市南田宮2-2-42
所長　植村　和也

140794 ＫＳＳ　株式会社
　

208-0023
東京都武蔵村山市伊奈平一丁
目70番2号代表取締役　深澤　重幸

140766 栗本建設工業　株式会社
神戸支店

651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通2-
2-16取締役支店長　吉田　貴之

登録
番号

商号又は名称
受任者

郵便番号 住　　　　　　所
代表者職・氏名

阿南市入札参加有資格業者名簿（建設工事）県外 令和  4 年  6 月  1 日 現在



－ 5 －

140663 新菱工業　株式会社
関西支店

673-0892 兵庫県明石市本町2-2-20
支店長　門脇　基浩

140065 新明和工業　株式会社
流体事業部営業本部　四国営業所

761-0113 香川県高松市屋島西町1979
所長　小茂出　浩

140632
新明和アクアテクサービス　株式
会社

高松ステーション
761-0113 香川県高松市屋島西町1979

所長　藤井　良昌

140225
シンフォニアテクノロジー　株式
会社

大阪支社
530-0057

大阪府大阪市北区曽根崎2-12-
7大阪支社長　中島　慎二

140246
シンフォニアエンジニアリング
株式会社

四国営業所
760-0018 香川県高松市天神前10-12

所長　森　道哉

140808 新生テクノス　株式会社
四国支社

761-0301 香川県高松市林町2537-3
支社長　渡邉　展司

140814 株式会社　シンセイテクノ
　

730-0016
広島県広島市中区幟町10-27-
ピア39-201代表取締役　谷本　信正

140703 神鋼環境メンテナンス　株式会社
　

651-0086
兵庫県神戸市中央区磯上通2-
2-21代表取締役　箕輪　元

140307
株式会社　神鋼環境ソリューショ
ン

大阪支社
541-8536

大阪府大阪市中央区備後町4-
1-3支社長　向　博之

140505
シンク・エンジニアリング　株式
会社

関西支店
629-3405

京都府京丹後市久美浜町1094-
4支店長　西﨑　健作

140757 株式会社　清水合金製作所
　

522-0027 滋賀県彦根市東沼波町928
代表取締役　小田　仁志

140034 清水建設　株式会社
四国支店

760-8533 香川県高松市寿町2-4-5
執行役員支店長　竹中　康博

140749 株式会社　四国日立システムズ
　

760-0007 香川県高松市中央町5-31
代表取締役取締役社長　広岡　辰也

140382 株式会社　四国パイプクリーナー
　

781-8121 高知県高知市葛島3-14-32
代表取締役　玉置　大輔

140485 四国電設工業　株式会社
　

760-0013 香川県高松市扇町1-1-48
代表取締役　上池　裕

140658 四国鉄道機械　株式会社
　

764-0017
香川県仲多度郡多度津町西港
町27代表取締役　田中　善一郎

140087 四国通商　株式会社
　

760-0033 香川県高松市丸の内4-4
代表取締役　三野　容志郎

140006 四国通建　株式会社
徳島支店

770-0811 徳島県徳島市東吉野町1-10-1
支店長　末善　正美

140165 四国環境整備興業　株式会社
　

799-1533 愛媛県今治市国分1-1-18
代表取締役　青野　通久

140074 四国開発建設　株式会社
　

760-0001 香川県高松市新北町27-10
代表取締役　近藤　明生

140820
株式会社　シーキューブトータル
サービス

　
481-0039

愛知県北名古屋市法成寺松の
木18代表取締役　杉山　幸児

140182 三和電業　株式会社
　

761-8073 香川県高松市太田下町2580-3
代表取締役　山地　一慶

140217 三和電気土木工事　株式会社
四国支店

771-0138
徳島県徳島市川内町平石流通
団地11-1執行役員支店長　鈴木　久貴
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140776 綜合警備保障　株式会社
徳島支社

770-0942 徳島県徳島市昭和町1-37
支社長　福井　昭浩

140100 株式会社　錢高組
四国支店

760-0027 香川県高松市紺屋町5-5
支店長　壽見　修

140775 セコム　株式会社
　

150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1
代表取締役　尾関　一郎

140782 積水ハウス株式会社
徳島営業所

770-0856 徳島県徳島市中洲町1-8-1
所長　宮本　潤一

140624 積水化学工業　株式会社
環境･ﾗｲﾌﾗｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ西日本支店

530-8565 大阪府大阪市北区西天満2-4-4
支店長　山口　淳一

140799 株式会社　成和
　

194-0203 東京都町田市図師町1332-3
代表取締役　成﨑　佑樹

140790 西菱電機　株式会社
大阪支社

530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-8
支社長　川端　真史

140460 株式会社　清流メンテナンス
　

564-0062 大阪府吹田市垂水町3-5-9
代表取締役　宮沢　亨治

140554 株式会社　正興電機製作所
四国営業所

760-0023 香川県高松市寿町2-2-10
所長　福永　孝

140239 株式会社　精研
四国営業所

772-0012
徳島県鳴門市撫養町小桑島字
前浜242所長　武地　通夫

140639
住友重機械エンバイロメント　株
式会社

大阪支店
530-0005

大阪府大阪市北区中之島2-3-
33支店長　井本　秀樹

140714 株式会社　スポーツテクノ和広
広島営業所

731-0138
広島県広島市安佐南区祇園3-
46-5所長　前園　稿弥

140150 須賀工業　株式会社
四国支店

760-0023 香川県高松市寿町1-3-2
執行役員支店長　河部　和生

140797
水ｉｎｇエンジニアリング　株式
会社

高松営業所
761-8075 香川県高松市多肥下町1524-9

所長　佐藤　行範

140458 水道機工　株式会社
大阪支店

564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-26
支店長　上村　剛弘

140806 水都工業　株式会社
　

503-0652 岐阜県海津市海津町馬目271
代表取締役　伊藤　智和

140738 株式会社　水機テクノス
九州支店

812-0041
福岡県福岡市博多区吉塚1-27-
17支店長　宮﨑　龍一

140769
ジョンソンコントロールズ　株式
会社

広島支店
730-0037 広島県広島市中区中町7-22

支店長　本間　正樹

140654 ジャトー　株式会社
四国営業所

760-0061 香川県高松市築地町16-14
所長　影山　武司

140331 株式会社　ジャクエツ
　

914-0125 福井県敦賀市若葉町2-1770
代表取締役　德本　達郎

140671
ＪＦＥ環境テクノロジー　株式会
社

　
261-7130 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1

代表取締役　﨑山　芳行

140277 株式会社　ＧＳユアサ
四国営業所

760-0027 香川県高松市紺屋町4-10
所長　山田　裕康

140528 新菱冷熱工業　株式会社
四国支店

760-0047 香川県高松市塩屋町8-1
支店長　香川　義和
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140238 大鉄工業　株式会社
四国支店

760-0020 香川県高松市錦町1-1-3
支店長　梶原　一朗

140153 ダイダン　株式会社
四国支店

760-0032 香川県高松市本町6-17
支店長　天野　康博

140270 大末建設　株式会社
中四国支店

760-0017 香川県高松市番町1-2-26
支店長　栗光　克典

140629 株式会社　ダイキアクシス
　

791-8022 愛媛県松山市美沢1-9-1
代表取締役社長　大亀　裕

140773 大栄環境　株式会社
　

658-0031
兵庫県神戸市東灘区向洋町東
2-2-4代表取締役　金子　文雄

140587 大一電気工業　株式会社
　

760-0067 香川県高松市松福町2-4-6
代表取締役　長瀬　裕亮

140066 第一工業　株式会社
四国営業所

760-0071 香川県高松市藤塚町1-2-1
所長　岸上　昌弘

140818 株式会社　丹青社
関西支店

530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1
関西支店長　大岩　典文

140742 田村ボーリング　株式会社
　

761-8074 香川県高松市太田上町299-7
代表取締役　田村　孝治

140816 タニコー　株式会社
徳島営業所

771-0144
徳島県徳島市川内町榎瀬757-
22所長　山口　仁

140809
株式会社　タケミ・コーポレー
ション

　
593-8316 大阪府堺市西区山田2-191-1

代表取締役　廣瀨　丈巳

140012 株式会社　竹中土木
四国支店

760-0022 香川県高松市西内町12-11
支店長　吉田　稔

140011 株式会社　竹中工務店
四国支店

760-0022 香川県高松市西内町12-11
支店長　来田　一夫

140597 株式会社　タクマテクノス
　

108-0023 東京都港区芝浦3-9-1
代表取締役社長　辻　一徳

140183 株式会社　タクマ
　

660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33
代表取締役社長　南條　博昭

140803 多賀電機　株式会社
　

760-0017 香川県高松市番町1-3-1
代表取締役　越智　慎悟

140416 高砂熱学工業　株式会社
四国営業所

760-0023 香川県高松市寿町1-1-8
所長　安田　純一

140310 タカオ　株式会社
　

720-0004
広島県福山市御幸町中津原
1787-1代表取締役　髙尾　典秀

140531 大豊産業　株式会社
　

760-0023 香川県高松市寿町1-1-12
代表取締役　乾　和行

140028 大成建設　株式会社
四国支店

760-0019 香川県高松市サンポ－ト2-1
執行役員支店長　西山　秀樹

140252 大成機工　株式会社
四国支店

760-0017 香川県高松市番町1-1-5
支店長　下中　政之

140007 大成温調　株式会社
四国営業所

760-0033 香川県高松市丸の内10-27
所長　矢根　雄太

140792 株式会社　総合電子
　

761-0301 香川県高松市林町470－1
代表取締役　長尾　寛大
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140813 東京計器　株式会社
大阪営業所

532-0004
大阪府大阪市淀川区西宮原1-
7-26所長　石橋　二郎

140072 東急建設　株式会社
四国支店

760-0007 香川県高松市中央町16-18
支店長　松田　和仁

140315 東海リース　株式会社
岡山支店

704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地
字新作383-12支店長　稲垣　潤

140241 東海鋼管　株式会社
松山営業所

790-0811 愛媛県松山市本町2-4-31
所長　福本　賢司

140032 東亜道路工業　株式会社
四国支店

799-1101
愛媛県西条市小松町新屋敷甲
1216-4支店長　井上　滋夫

140780
株式会社　トータルメディア開発
研究所

　
102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-23

代表取締役　山村　健一郎

140362 株式会社　電業社機械製作所
四国支店

760-0024 香川県高松市兵庫町8-1
支店長　山元　裕治

140693 電気興業　株式会社
広島支店　四国営業所

791-8013 愛媛県松山市山越5-8-3
所長　渡辺　伸一

140669 テスコ　株式会社
　

101-0065 東京都千代田区西神田1-4-5
代表取締役　髙橋　久治

140134 株式会社　テクノ菱和
高松営業所

760-0079 香川県高松市松縄町1117－5
所長　村上　尚

140303 株式会社　テクアノーツ
　

333-0848 埼玉県川口市芝下1-1-3
代表取締役　三門　克彰

140040 鉄建建設　株式会社
四国営業所

760-0020 香川県高松市錦町1-11-24
所長　石川　善彦

140716 株式会社　鶴見製作所
四国支店

761-8075 香川県高松市多肥下町1554-28
支店長　坂本　幸治

140154 株式会社　都村製作所
　

766-0004 香川県仲多度郡琴平町榎井590
代表取締役　都村　尚志

140518 千代田興産　株式会社
四国支店

760-0022 香川県高松市西内町4-6
支店長　德本　鉄也

140244 株式会社　中電工
高松営業所

760-0007 香川県高松市中央町17-25
所長　佐藤　午郎

140329 株式会社　中国パラテックス
　

700-0945 岡山県岡山市南区新保1116-7
代表取締役　前川　直樹

140313 中央電機工業　株式会社
　

761-8076 香川県高松市多肥上町309-5
代表取締役　日下　博史

140120 大和リース　株式会社
徳島営業所

770-0941 徳島県徳島市万代町2-4-7
所長　北　哲弥

140036 大和ハウス工業　株式会社
徳島支店

770-8054 徳島県徳島市山城西1-5
支店長　満恵川　浩嗣

140005 大豊建設　株式会社
四国営業所

770-0807 徳島県徳島市中前川町4-24-2
所長　金舛　剛史

140086 大日本土木　株式会社
中四国支店

832-0824
広島県広島市南区的場町1-2-
19支店長　赤松　敏也

140116 大東産業　株式会社
徳島営業所

770-8003 徳島県徳島市津田本町5-732-1
所長　藤枝　篤郎
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140788 日本ジッコウ　株式会社
四国営業所

791-1105 愛媛県松山市北井門2-1-16
所長　西尾　昭人

140268
日本オーチス･エレベータ　株式
会社

四国支店
760-0017 香川県高松市番町1-6-1

支店長　刀祢　友祐

140160 日東河川工業　株式会社
　

760-0007 香川県高松市中央町5-3
代表取締役社長　向阪　敬

140784 株式会社　日展
　

530-0028 大阪府大阪市北区万歳町3-7
代表取締役　田加井　徹

140424 日新電機　株式会社
四国支店

760-0017 香川県高松市番町1-6-1
支店長　八木　信行

140073 株式会社　日進機械
　

761-8084 香川県高松市一宮町744-1
代表取締役　常盤　朝一

140401 日化メンテナンス　株式会社
　

101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12
代表取締役社長　戸井　信一

140772 株式会社　ナガワ
大阪支店

530-6124
大阪府大阪市北区中之島3-3-
23支店長　小原　辰也

140768 株式会社　ナカボーテック
大阪支店

532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-
24支店長　林　芳次

140577 内海プラント　株式会社
　

709-0611 岡山県岡山市東区楢原510
代表取締役　安東　佳子

140375 ドリコ　株式会社
大阪支店

532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5-
14-5支店長　鳥居　赳志

140068 株式会社　酉島製作所
高松支店

760-0023 香川県高松市寿町1-1-12
支店長　太田　浩司

140209 株式会社　豊浦浚渫
　

662-0934 兵庫県西宮市西宮浜2-21-3
代表取締役　嶋城　隆彦

140349 巴工業　株式会社
大阪支店

530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22
支店長　牧　健司

140055 飛島建設　株式会社
四国支店

760-0053 香川県高松市田町11-5
支店長　白倉　正敏

140035 戸田建設　株式会社
四国支店

760-0062 香川県高松市塩上町2-8-19
支店長　永田　武久

140097 徳寿工業　株式会社
徳島営業所

771-0212
徳島県板野郡松茂町中喜来字
蔵野22-16所長　南　勝弘

140083 東洋建設　株式会社
徳島営業所

770-0942 徳島県徳島市昭和町5-5
所長　浅野　正利

140077 東芝プラントシステム　株式会社
四国営業所

760-0023 香川県高松市寿町2-2-7
所長　福田　豊

140067 東芝エレベータ　株式会社
四国支店

760-0065 香川県高松市朝日町2-2-22
支店長　花田　仁男

140262
東芝インフラシステムズ　株式会
社

四国支社
760-0023

香川県高松市寿町２丁目２番
７号統括責任者　堀口　文彦

140378 東光電気工事　株式会社
四国営業所

760-0066 香川県高松市福岡町3-27-21
所長　立石　光弘

140756 株式会社　東光高岳
四国営業所

760-0023 香川県高松市寿町1-2-5
所長　久保田　豊
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140250 日立造船　株式会社
　

559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北
1-7-89取締役社長　三野　禎男

140090 株式会社　日立製作所
四国支社

760-0027 香川県高松市紺屋町9-6
支社長　甲斐　健郎

140805
株式会社　日立インダストリアル
プロダクツ

四国営業所
760-0007 香川県高松市中央町5-31

所長　納田　啓司

140061 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ﾊﾟﾆｰ　西日本社

532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-33
西日本社社長　山口　和洋

140479
パナソニックＬＳエンジニアリン
グ　株式会社

中国・四国支店
730-8577 広島県広島市中区中町7-1

支店長　宮嶋　俊幸

140179 長谷川体育施設　株式会社
徳島営業所

772-0052
徳島県鳴門市鳴門町三ツ石字
南大手14-16-Ⅱ-1B所長　霜　昌憲

140441 八光海運　株式会社
　

585-0002
大阪府南河内郡河南町大字一
須賀453-1代表取締役　足立　敏己

140131 株式会社　乃村工藝社
　

135-8622 東京都港区台場2-3-4
代表取締役　社長執行　榎本　修次

140679 株式会社　ノバック
四国支店

760-0007 香川県高松市中央町17-28
支店長　三崎　好

140231 日本無線　株式会社
四国支店

760-0023 香川県高松市寿町2-3-11
支店長　金子　堅司

140346 日本防蝕工業　株式会社
大阪支店

530-6004
大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30支店長　森　勇造

140491
日本フィールドシステム　株式会
社

　
708-0876 岡山県津山市高尾573-1

代表取締役　鈴木　誠

140761 日本体育施設　株式会社
四国営業所

761-8032
香川県高松市鶴市町877-7-
C101所長　多田羅　裕

140095 日本国土開発　株式会社
四国営業所

760-0036 香川県高松市城東町1-6-26
所長　日下　正明

140643 日本原料　株式会社
関西支店

540-0026
大阪府大阪市中央区内本町1-
3-5支店長　瀬田 和俊

140708 株式会社　日本管財環境サービス
　

541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3
代表取締役　降矢　直樹

140193 西松建設　株式会社
四国支店

760-8503 香川県高松市番町3-8-11
支店長　田中　顕二

140289 株式会社　西原ネオ
高松営業所

760-0080 香川県高松市木太町587-9
所長　上田　祥吾

140710 株式会社　西原環境
関西支店

532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島3-
9-12支店長　森　元裕

140199 西日本電信電話　株式会社
徳島支店

770-8521 徳島県徳島市西大工町2-5-1
支店長　佐々木　保彰

140377 株式会社　日本ピーエス
四国営業所

760-0056 香川県高松市中新町2-9
所長　吉村　寿比光

140069 日本電設工業　株式会社
四国支店　

760-0032 香川県高松市本町7-17
支店長　小西　将道

140168 日本電気　株式会社
徳島支店

770-0904 徳島県徳島市新町橋2-10-1
支店長　廣山　久志
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140004 前田建設工業　株式会社
四国支店

760-0023 香川県高松市寿町1-1-12
支店長　白川　英志

140071 前澤工業　株式会社
大阪支店

532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-
24支店長　渡邉　芳久

140620
株式会社　前澤エンジニアリング
サ－ビス

大阪営業所
532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原3-5-
24所長　山城　龍紀

140058 株式会社　本間組
四国支店

760-0021 香川県高松市西の丸町7-3
支店長　品田　徹

140812 ホシザキ四国　株式会社
　

760-0027 香川県高松市紺屋町3-3
代表取締役　青木　浩

140815 株式会社　ベルテクノ
　

460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-5-27
代表取締役　鈴木　洋

140003 株式会社　不動テトラ
四国支店

760-0023 香川県高松市寿町2-2-10
支店長　小飼　喜弘

140779 株式会社　フソウメンテック
　

761-8031 香川県高松市郷東町792-105
代表取締役　西堀　直人

140224 扶桑電通　株式会社
四国支店

760-0018 香川県高松市天神前10-1
執行役員支店長　中出　芳裕

140010 株式会社　フソウ
　

761-8551 香川県高松市郷東町792-8
代表取締役社長執行役　角　尚宣

140049 富士古河Ｅ＆Ｃ　株式会社
高松営業所

760-0078 香川県高松市今里町1-23-21
所長　横山　太

140701 富士電機　株式会社
四国支社

760-0017 香川県高松市番町1-6-8
支社長　森田　浩司

140399 フジテック　株式会社　東京本社
四国営業所

760-0023 香川県高松市寿町1-4-3
所長　藤本　義信

140546
富士通ネットワークソリューショ
ンズ　株式会社

徳島営業所
770-0939

徳島県徳島市かちどき橋2-29-
1徳島営業所長補佐　川瀬　祐司

140476 株式会社　富士通ゼネラル
四国支店

761-8084 香川県高松市一宮町258-1
支店長　小谷　廣和

140052 株式会社　フジタ
四国支店

761-8073
香川県高松市太田下町2274番
地3支店長　川上　正晴

140265 富士産業　株式会社
高知支店

781-1105 高知県土佐市蓮池2089
支店長　田井　正人

140446 富士建設工業　株式会社
　

950-3102
新潟県新潟市北区島見町3307-
16代表取締役　鳴海　利彦

140653
フジケンエンジニアリング　株式
会社

　
791-8518 愛媛県松山市古三津2-16-3

代表取締役　松本　陵志

140343 株式会社　藤木工務店
四国支店

760-0077 香川県高松市上福岡町778-1
四国支店長　川口　英樹

140255 株式会社　ピーエス三菱
四国営業所

760-0017 香川県高松市番町2-17-15
所長　髙橋　寛正

140723 株式会社　日立プラントサービス
関西支店

541-0053
大阪府大阪市中央区本町1-8-
12支店長　越智　徹也

140269 株式会社　日立ビルシステム
四国支社

760-0023 香川県高松市寿町1-3-2
支社長　破戸　強

登録
番号

商号又は名称
受任者

郵便番号 住　　　　　　所
代表者職・氏名

阿南市入札参加有資格業者名簿（建設工事）県外 令和  4 年  6 月  1 日 現在



－ 12 －

140666
メタウォーターサービス　株式会
社

事業推進本部　西日本営業部
530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2-4

部長　鬼頭　伸郎

140588 メタウォーター　株式会社
高松営業所

760-0024 香川県高松市兵庫町8-1
所長　岡戸　英治

140078 株式会社　明電舎
四国支店

760-0027 香川県高松市紺屋町9-6
支店長　松岡　薫

140777 株式会社　明電エンジニアリング
四国営業所

760-0055 香川県高松市観光通2-2-15
所長　湯谷　俊幸

140648 株式会社　明光
　

649-0101
和歌山県海南市下津町下津
3080番地の1代表取締役　綛田　さよ志

140704 村本建設　株式会社
中国支店

730-0012
広島県広島市中区上八丁堀8-
20支店長　岡村　哲文

140111 株式会社　村上製作所
　

761-0102 香川県高松市新田町甲297-1
代表取締役　村上　幸平

140747 株式会社　ミライト
四国支店

761-0301 香川県高松市林町2549－5
支店長　山地　則昭

140374 株式会社　宮本工業所
　

930-8512 富山県富山市奥田新町12-3
代表取締役　宮本　芳樹

140730 宮地エンジニアリング　株式会社
関西支社

550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-8-2
関西支社長　塚本　啓一

140489 三菱プレシジョン　株式会社
関西支社

541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-1-
15支社長　安達　洋二

140599
三菱電機プラントエンジニアリン
グ　株式会社

西日本本部四国支社
760-0025 香川県高松市古新町3-1

支社長　石田　正延

140308 三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ　株式会社
四国支社

760-0017 香川県高松市番町1-6-1
支社長　鈴木　利明

140665
三菱電機システムサービス　株式
会社

四国支店
760-0072 香川県高松市花園町1-9-38

支店長　楠村　祥文

140258 三菱電機　株式会社
四国支社

760-8654 香川県高松市寿町1-1-8
支社長　黒澤　豊司

140352 三菱化工機　株式会社
大阪支社

541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8
支社長　岸田　弘幸

140021 三井住友建設　株式会社
徳島営業所

771-0126
徳島県徳島市川内町上別宮東
18-1所長　田中　宏明

140692
三井住友建設鉄構エンジニアリン
グ　株式会社

四国営業所
768-0069 香川県観音寺市茂木町2-2-6

所長　横田　博隆

140118 株式会社　ミゾタ
松山営業所

791-1105 愛媛県松山市北井門2-1-14
所長　芹川　一也

140513 美津濃　株式会社
　

559-8510
大阪府大阪市住之江区南港北
1-12-35代表取締役社長　水野　明人

140166 丸茂電機　株式会社
大阪営業所

530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-11-
23所長　松葉　博文

140275 株式会社　松村電機製作所
関西支店

530-0043 大阪府大阪市北区天満2-12-16
支店長　冨山　博司

140791 株式会社　前田産業
　

861-4114 熊本県熊本市南区野田3-13-1
代表取締役　木村　洋一郎
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140014 若築建設　株式会社
四国支店

760-0071 香川県高松市藤塚町1-2-1
支店長　岩田　功補

140142 りんかい日産建設　株式会社
四国支店

760-0017 香川県高松市番町2-17-15
支店長　田和　俊介

140104 理水化学　株式会社
広島支店

730-0051
広島県広島市中区大手町3丁目
8-1支店長　松田　学

140149 ライト工業　株式会社
四国営業所

790-0963 愛媛県松山市小坂2-7-15
所長　中内　武司

140361 四電エナジーサービス　株式会社
　

760-0050 香川県高松市亀井町7-9
取締役社長　高橋　克己

140807 寄神建設　株式会社
四国営業所

760-0021 香川県高松市西の丸町12-3
所長　鶴田　宣隆

140819 優和環境開発　有限会社
　

780-0065 高知県高知市塩田町8-24
代表取締役　和田　優

140810 株式会社　有電社
四国営業所

760-0023 香川県高松市寿町2-2-7
所長　奥谷　勝己

140548
ヤンマーエネルギーシステム　株
式会社

高松支店
769-0101

香川県高松市国分寺町新居
508-2支店長　南　英智

140706
ヤマハサウンドシステム　株式会
社

大阪営業所
532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島4-
7-18所長　岸本　一史

140695 矢田工業　株式会社
広島営業所

731-0111
広島県広島市安佐南区東野1-
13-10所長　久留間　義伸

140088 安田　株式会社
松山支店

791-8533 愛媛県松山市空港通5-8-1
支店長　井上　大輔

140302 株式会社　安川電機
大阪支店

530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-4-27
支店長　山田　正剛

140219 森松工業　株式会社
高松営業所

761-8071 香川県高松市伏石町2130-1
所長　岡田　克己

140796 株式会社　守谷商会
四国支店

760-0023 香川県高松市寿町2-1-1
支店長　松川　裕和
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