
令和元年７月１日時点

番号 会社名 代表者名 所在地
1 青木あすなろ建設株式会社　横浜支店 執行役員支店長　北村　俊男 神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番5号

2 株式会社アクア・アドバンス 代表取締役　大原　弘士 神奈川県伊勢原市板戸433-1　ＭＩビル1Ｆ

3 浅岡建設株式会社 代表取締役　浅岡　康一 神奈川県茅ヶ崎市元町12番9号

4 東建設株式会社 代表取締役　小池　克彦 神奈川県横須賀市池上三丁目2番6号

5 安西興業株式会社 代表取締役　安西　和男 神奈川県相模原市緑区城山三丁目3番3号

6 株式会社石井組 石井　映雄 東京都世田谷区三軒茶屋2-6-4

7 石井建設工業株式会社 代表取締役社長　石井　一登 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目38番30号

8 泉建工株式会社 鑪　賢一 神奈川県横浜市泉区上飯田町3974-1

9 株式会社いづみ工事 代表取締役　泉沢　静雄 神奈川県横須賀市林2-10-22

10 株式会社入内島土建 入内島　政彦 神奈川県藤沢市石川2-20-1

11 宇内建設株式会社 代表取締役　宇内　正城 神奈川県横須賀市長坂2-11-11

12 株式会社NB建設 代表取締役社長　仙頭　靖夫 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1

13 株式会社大入物産 古澤　雄 神奈川県海老名市本郷4031

14 大川原建設株式会社 代表取締役　大川原　久 神奈川県川崎市川崎区田島町13番20号

15 株式会社大林組　横浜支店 支店長　佐藤　公彦 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2

16 株式会社岡田電設 代表取締役　岡田　修二 神奈川県川崎市中原区木月住吉町28番地27号

17 株式会社小川工務店 代表取締役　安武　憲二 神奈川県茅ヶ崎市元町10番4号

18 株式会社織戸組 代表取締役社長　織戸　一郎 神奈川県川崎市中原区田尻町61番地

19 鹿島建設株式会社　横浜支店 野村　高男 神奈川県横浜市中区太田町4丁目51番地

20 株式会社片山建設 代表取締役　中村　正直 神奈川県横須賀市池上3丁目4番22号

21 株式会社勝工務店 代表取締役　望月　武 神奈川県平塚市四ノ宮1-15-63

22 株式会社加藤組 代表取締役　齋藤　寛 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1　横浜ランドマークタワー30階

23 株式会社加藤組 竹井　綾子 神奈川県南足柄市中沼113番地

24 株式会社門倉組 代表取締役　小澤　智幸 神奈川県藤沢市辻堂元町4-17-22

25 株式会社カマタ機工 菅原　健一 神奈川県横浜市旭区中沢1-23-9

26 亀井工業株式会社 代表取締役　亀井　信幸 神奈川県茅ヶ崎市南湖一丁目4番25号

27 株式会社関東建築施工 代表取締役　紺野　令子 神奈川県平塚市土屋2298-16

28 株式会社キクシマ 代表取締役　菊嶋　秀生 神奈川県横浜市港南区港南台4丁目39番7号

29 木野川建設株式会社 代表取締役　西　英一 埼玉県川口市上青木西5丁目14番9

30 株式会社喜美代建設 代表取締役　小川　政春 神奈川県川崎市幸区鹿島田2丁目17番62号

31 協和通商株式会社 代表取締役　稲葉　修 神奈川県藤沢市藤沢935番地

32 株式会社クズハ建設 代表取締役　古谷　利夫 神奈川県秦野市曽屋1-3

33 株式会社久保田建設 代表取締役　久保田　一彦 神奈川県平塚市山下314番地

34 株式会社ケーエヌサービス 加藤　重行 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1丁目8番地の15

35 株式会社興栄建設 山本　裕宣 神奈川県秦野市本町2丁目7番29号

36 株式会社コウケン 代表取締役　石井　美香 神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目5番5号

37 株式会社鴻池組　横浜支店 支店長　小田垣　智幸 神奈川県横浜市中区住吉町四丁目45番地1

38 巧侑建設株式会社 代表取締役　相馬　巧逸 神奈川県横浜市磯子区森三丁目3番17号

39 光洋重機建設株式会社 代表取締役　光常　誠一郎 神奈川県川崎市川崎区田島町13番13号

40 株式会社紅梅組 代表取締役　篠原　立美 神奈川県横浜市西区花咲町七丁目150番地　ウエインズ&イッセイ横浜ビル6Ｆ

41 株式会社五神建設 代表取締役　石井　昇 神奈川県小田原市延清208-8

42 株式会社小島組 代表取締役　岡見　健 神奈川県厚木市栄町1-2-2

43 小雀建設株式会社 代表取締役　小泉　和雄 神奈川県横浜市戸塚区小雀町129番地3

44 株式会社小俣組 代表取締役　小俣　務 神奈川県横浜市南区新川町五丁目二十八番地

45 コンクリートコーリング株式会社 代表取締役社長　小澤　純 東京都練馬区立野町16番12号

46 株式会社斉藤建設 代表取締役　斉藤　正朗 神奈川県鎌倉市扇ガ谷4-5-8

47 株式会社相模土建 代表取締役　荒井　達雄 神奈川県相模原市南区新磯野2丁目13-15

48 有限会社三貴建設 竹田　憲造 神奈川県秦野市萩が丘10-7

49 三興株式会社 齋藤　勝人 神奈川県平塚市豊田本郷1749-14

50 山王建設株式会社 代表取締役　髙橋　学 神奈川県厚木市妻田北1丁目12番6号

51 三六電設株式会社 代表取締役　篠原　政一朗 神奈川県海老名市大谷北一丁目9番27号

52 三和建設株式会社 代表取締役　石川　忠之 神奈川県足柄下郡箱根町箱根180番地

53 株式会社塩川興業 代表取締役　塩川　忠雄 神奈川県厚木市上荻野910番地の1

54 清水建設株式会社　横浜支店 執行役員支店長　山﨑　明 神奈川県横浜市中区吉田町65番地

55 有限会社シモジ 下地　澄子 神奈川県厚木市飯山3652-5

56 秀貴工業株式会社 代表取締役　井上　裕貴 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町150-4　8-102

57 株式会社湘南いざわ 伊澤　敏典 神奈川県茅ヶ崎市菱沼1-5-21

58 株式会社湘南営繕協会 代表取締役　最上　重夫 神奈川県藤沢市亀井野1-24-2

59 湘南渡邊株式会社 代表取締役　渡邊　泰克 神奈川県茅ヶ崎市今宿943

60 信建設有限会社 代表取締役　白浜　秀庠 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目20番1号　703号

61 新栄重機土木株式会社 代表取締役　新井　正和 神奈川県横浜市南区永田北3-40-12

62 株式会社信友建設 代表取締役　福嶋　隆太郎 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘12番地1

63 株式会社杉山土建 代表取締役　杉山　進 神奈川県伊勢原市三ノ宮1-4

64 鈴商建設株式会社 鈴木　竹浩 神奈川県海老名市下今泉一丁目10番48号

65 西進開発株式会社 小山内　綾 神奈川県厚木市温水1542-15

66 株式会社セイブ 宇野本　竜也 神奈川県横浜市神奈川区栄町8-1

67 株式会社相建 代表取締役　根本　正助 神奈川県大和市上草柳7-8-3

68 大栄建設工業株式会社 小川　務 神奈川県茅ヶ崎市円蔵2221

69 大栄興業株式会社 阿部　実 神奈川県横浜市中区富士見町1-1　富士見町ビル5F

70 大旭建業株式会社 代表取締役　村上　進 神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目5-3　TAIKI　5BLDG．4階

71 大綱建設株式会社 長峰　孝良 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-17-12

72 株式会社大神産業 大川　泰徳 神奈川県横浜市泉区上飯田町2300-2

73 大成建設株式会社　横浜支店 常務執行役員支店長　白川　浩 神奈川県横浜市中区長者町6丁目96番地2

74 大日本土木株式会社　横浜支店 支店長　長峰　芳博 神奈川県横浜市中区真砂町4丁目43番地

75 大洋建設株式会社 代表取締役社長　黒田　憲一 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町157番地

76 タイヨー建設株式会社 田中　博之 神奈川県藤沢市宮原1495-1

77 高幸建設株式会社 代表取締役　岡川　直 神奈川県逗子市桜山4丁目7番5号

78 高工建設株式会社 熊谷　正浩 神奈川県横浜市旭区善部町41-2　A202号

79 株式会社孝松工務店 代表取締役　三上　博 神奈川県厚木市上荻野4580番地
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80 匠建設株式会社 佐藤　豊明 神奈川県平塚市東八幡3-10-13

81 株式会社伊達建設 代表取締役　平田　悦夫 神奈川県平塚市横内4346

82 たにもと建設株式会社 藤坂　勇 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10　関内駅前マークビル6F

83 株式会社丹野設備工業所 丹野　徳人 神奈川県伊勢原市上粕屋448-19

84 株式会社銚子塚建設 代表取締役　渡辺　將 神奈川県川崎市中原区田尻町2066番地

85 千代田建設株式会社 代表取締役　増原　真 神奈川県横浜市都筑区東山田町1763番地1

86 東洋建設株式会社　横浜支店 支店長　佐々木　潤 神奈川県横浜市中区山下町25番地15

87 都市建設株式会社 代表取締役　北島　文章 神奈川県相模原市中央区宮下本町2-15-18

88 中井開発株式会社 代表取締役　石塚　恒夫 神奈川県足柄上郡中井町遠藤136

89 奈良建設株式会社 代表取締役　植本　正太郎 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目13番地3

90 奈良造園土木株式会社 代表取締役　青木　洋一 神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-3

91 成瀬産業株式会社 代表取締役　成瀬　正憲 神奈川県平塚市宮松町13番1号

92 日建工業株式会社 代表取締役　青木　成昴 神奈川県横須賀市追浜東町3丁目52番地

93 株式会社日工 代表取締役　吉岡　幸弘 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目32番15号

94 日本電設工業株式会社　横浜支店 支店長　長島　秀勝 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13

95 株式会社花和産業 永井　福男 神奈川県横須賀市野比3-30-26　ＮＮビル201

96 人の森株式会社 代表取締役　加藤　政徳 神奈川県海老名市中新田1762番地

97 株式会社富士建設 代表取締役　新門　三千夫 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目2番66号

98 株式会社星建設 星　克則 神奈川県愛甲郡愛川町半原4323

99 武尊建設株式会社 代表取締役　内藤　義和 神奈川県横須賀市長沢5-2-15

100 株式会社本間組　横浜営業所 所長　堀川　政仁 神奈川県横浜市中区相生町4丁目75番地

101 増田工業株式会社 代表取締役　石川　むつ子 神奈川県平塚市南金目850-1

102 株式会社松尾工務店 松尾　文明 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-35

103 株式会社三上工務店 代表取締役　三上　憲 神奈川県平塚市四之宮一丁目15番7号

104 株式会社三木組 代表取締役　三木　康郎 神奈川県横浜市神奈川区青木町7番地16

105 ミツワ建設株式会社 代表取締役　小久保　光義 神奈川県横須賀市長井1丁目23番12号

106 有限会社峰建設 峰尾　四郎 神奈川県綾瀬市上土棚南3-11-16

107 宮内建設株式会社 代表取締役　宮内　康治 神奈川県横浜市緑区鴨居4-63-5

108 ミヤマ建設株式会社 髙橋　祥一 神奈川県藤沢市大庭5221-13

109 宮本土木株式会社 代表取締役　其田　和之 神奈川県横浜市磯子区田中二丁目21番19号

110 みらい建設工業株式会社　横浜営業支店 支店長　近川　和郎 神奈川県横浜市中区海岸通4-20

111 株式会社武蔵緑化 代表取締役　蛭田　秀生 神奈川県厚木市戸室一丁目40番22号

112 名工建設株式会社　東京支店 執行役員支店長　奥村　由政 東京都台東区台東3-28-8

113 株式会社明和美装 代表取締役　田中　篤 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-4　フジビル602

114 森山建設株式会社 代表取締役　小玉　徹 神奈川県藤沢市下土棚1786

115 株式会社八木工務店 代表取締役　菊池　幸治 神奈川県川崎市高津区久末2065番地3

116 株式会社山善 山本　善一 神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷3041

117 横浜日建株式会社 代表取締役　青木　香文 神奈川県横浜市金沢区福浦2丁目14番地6

118 株式会社芳垣建設 代表取締役　芳垣　忠男 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目13番地4

119 ライト工業株式会社　関東支社 取締役支社長　村井　祐介 東京都墨田区亀沢4-17-12

※会社名は五十音順です。


