
令和３年２月１２日時点

番号 会社名 代表者名 所在地
1 葵建設株式会社 代表取締役　大嶋　隆広 栃木県日光市森友615-2

2 株式会社青木組 代表取締役　青木　慎吾 栃木県小山市乙女2丁目30番8号

3 株式会社青木建設 青木　孝一 栃木県大田原市中田原1625-1

4 アズマ原総業株式会社 代表取締役　原　賢一郎 栃木県宇都宮市御幸ｹ原町14-34

5 株式会社阿部工務店 代表取締役　阿部　弘道 栃木県日光市湯西川974

6 天野建設株式会社 代表取締役　天野　雅彦 栃木県大田原市北金丸1546-7

7 株式会社生駒組 代表取締役　生駒　憲一 栃木県那須塩原市太夫塚5丁目221番地

8 株式会社生駒建設興業 生駒　和明 栃木県那須塩原市住吉町6-10

9 石川建設株式会社 代表取締役　石川　裕之 栃木県那須塩原市高砂町5番12号

10 磯部建設株式会社 磯部　尚士 栃木県日光市今市1525番地

11 株式会社板橋組 代表取締役　齊藤　純夫 栃木県小山市城山町一丁目3番26号

12 株式会社猪股建設 代表取締役　猪股　弘樹 栃木県大田原市中野内2126番地

13 株式会社入江組 代表取締役　入江　克拓 栃木県宇都宮市屋板町578-250

14 岩澤建設株式会社 岩澤　理夫 栃木県足利市久保田町564-1

15 岩原産業株式会社 代表取締役　岩原　正樹 栃木県宇都宮市平出工業団地6番12

16 岩村建設株式会社 代表取締役社長　鈴木　隆之 栃木県宇都宮市御幸本町4736-21

17 宇都宮土建工業株式会社 代表取締役社長　荒井　学 栃木県宇都宮市屋板町568-1

18 宇都宮ヤマイチ株式会社 代表取締役　山本　幹夫 栃木県宇都宮市下戸祭1丁目9番5号

19 株式会社大岩建設 代表取締役　岩見　武 栃木県大田原市末広1-4-40

20 株式会社大澤土木工業 大澤　文男 栃木県栃木市都賀町大橋285-1

21 株式会社大鹿建設 代表取締役　大鹿　利美 栃木県那須塩原市三島5丁目334番地

22 大島建設工業株式会社 代表取締役　大島　純 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3821-3

23 岡村建設株式会社 代表取締役　岡村　昌仁 栃木県さくら市氏家2544番地

24 有限会社小川組 代表取締役　小川　理抄 栃木県芳賀郡市貝町見上326番地2

25 株式会社カクタ技建 代表取締役　佐々木　隆 栃木県河内郡上三川町大字下神主229-2

26 上河内建設株式会社　 岡村　千代子 栃木県宇都宮市下小倉町3667

27 神谷建設株式会社 代表取締役　神谷　静子 栃木県鹿沼市府中町383番地

28 川上建設株式会社 代表取締役　川上　恵子 栃木県鹿沼市緑町1丁目1番20号

29 株式会社菊地組 代表取締役　菊地　三紀男 栃木県宇都宮市平出工業団地45番地2

30 有限会社久保九十九組 代表取締役　久保　卓一 栃木県真岡市田町1624-1

31 有限会社熊田工業　 代表取締役　時庭　貞男 栃木県那須塩原市東原30番地18

32 小池工業株式会社 小池　渉 栃木県日光市稲荷町1丁目657番地

33 光洋建設株式会社 代表取締役　小林　正治 栃木県小山市大字喜沢689番地

34 小島土建株式会社 代表取締役　小嶋　尚 栃木県塩谷郡塩屋町風見1188

35 小平興業株式会社 代表取締役　石黒　靖規 栃木県宇都宮市西川田町1164

36 小花塗装株式会社 代表取締役　小花　伸子 栃木県宇都宮市二番町1-25

37 株式会社小林工業 代表取締役　小林　英一郎 栃木県下野市石橋253

38 株式会社斉藤組 代表取締役　斎藤　和実 栃木県小山市大字飯塚484

39 相良建設株式会社 相良　栄直 栃木県日光市細尾町406番地

40 桜岡建設株式会社 代表取締役　櫻岡　増実 栃木県大田原市北大和久24

41 株式会社佐藤組 代表取締役　佐藤　憲一 栃木県大田原市湯津上1140

42 佐藤工業株式会社 佐藤　豊忠 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲2230

43 三晃建設株式会社 代表取締役　山形　俊和 栃木県日光市宝殿65-4

44 三興工業株式会社 代表取締役　山根　良信 栃木県足利市羽刈町748の3

45 有限会社山洋建設 山下　競 栃木県大田原市佐良土2350

46 鹿野建設株式会社 鹿野　雄久 栃木県宇都宮市岩本町296-2

47 柴田建設株式会社 柴田　安夫 栃木県栃木市藤岡町藤岡202-1

48 上陽工業株式会社 代表取締役　上野　勝弘 栃木県宇都宮市鶴田町189番地4

49 晋豊建設株式会社 代表取締役　阿久津　信一 栃木県宇都宮市屋板町578番地378

50 大幹建設株式会社 代表取締役社長　入江　誠 栃木県宇都宮市屋板町578-105

51 株式会社泰和工業 代表取締役　大武　功治 栃木県宇都宮市下平出町466番地1

52 株式会社高橋組 代表取締役　高橋　荘介 栃木県日光市川治温泉川治131-4

53 竹石建設株式会社 代表取締役社長　竹石　昭厚 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井500番地

54 竹内建設株式会社 代表取締役　竹内　直人 栃木県大田原市山の手2-17-31

55 有限会社田重建設 代表取締役　田中　紀行 栃木県宇都宮市竹下町986番地1

56 株式会社谷黒組 代表取締役社長　谷黒　公重 栃木県那須塩原市塩原1100

57 鶴見建設株式会社 代表取締役　鶴見　伸一 栃木県真岡市久下田885

58 東武建設株式会社 取締役社長　関　正一　 栃木県日光市大桑町138番地

59 株式会社戸室組 代表取締役　戸室　克美 栃木県佐野市戸奈良町1265

60 株式会社直井工務店 直井　勝久 栃木県宇都宮市宝木本町2075-17

61 株式会社長嶋組 代表取締役　長嶋　俊 栃木県宇都宮市上小倉町1390番地

62 中村土建株式会社 渡邉　幸雄 栃木県宇都宮市大曽4-10-19

63 那須土木株式会社 代表取締役　玉木　茂 栃木県大田原市中央1丁目13番10号

64 日正建設株式会社 増渕　正章 栃木県真岡市下籠谷3388

65 日豊工業株式会社 代表取締役　轟　久敬 栃木県宇都宮市中戸祭1丁目13番27号

66 日本電設工業株式会社　栃木営業所 所長　和田　克也 栃木県宇都宮市今泉町531番地18

67 株式会社乃木鈴建設産業 代表取締役　鈴木　隆之 栃木県小山市西条南三丁目1番28

68 株式会社野澤實業 代表取締役　野澤　充広 栃木県宇都宮市瑞穂3丁目7番9号

69 株式会社浜屋組 代表取締役社長　岩見　高士 栃木県矢板市本町12-6
70 藤井建設株式会社 代表取締役　蛭田　和明 栃木県宇都宮市星が丘2丁目9番27号
71 船生建設株式会社 代表取締役　斎藤　祐一 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生3434番地4
72 株式会社星野組 代表取締役　星野　亘 栃木県河内郡上三川町大字上郷16番地1
73 株式会社本田工務店 代表取締役　本田　元樹 栃木県那須郡那須町大字湯本204
74 株式会社前原土建 前原　正義 栃木県下野市上大領30-2
75 増山工業株式会社 増山　邦夫 栃木県真岡市西郷2235
76 株式会社増渕組 代表取締役社長　増渕　勝明 栃木県宇都宮市簗瀬町2500番地15
77 株式会社丸あ組 代表取締役　荒井　恭一 栃木県宇都宮市簗瀬町1947番8
78 株式会社丸二工務店 代表取締役　坂野　弘 栃木県真岡市寺内838番地
79 丸政建設株式会社 柴田　政之 栃木県日光市西小来川3390
80 丸山工業株式会社 代表取締役　池村　武夫 栃木県宇都宮市鶴田町1960番地
81 ミユキ建設株式会社 代表取締役　中島　理 栃木県宇都宮市御幸ｹ原町108-3
82 株式会社元重建設 代表取締役　田仲　重啓 栃木県宇都宮市今泉町435番地
83 株式会社山中組 代表取締役　山中　史朗 栃木県小山市大字間々田1567
84 株式会社ユウケイ工業 代表取締役　梅田　賢一 栃木県宇都宮市白沢町1825番地32
85 渡辺建設株式会社 渡辺　眞幸 栃木県宇都宮市今泉新町180

※会社名は五十音順です。

「社会保険加入促進宣言企業」


