「社会保険加入促進宣言企業」
令和２年２月１日時点
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株式会社秋山工務店
飯岡建設株式会社
株式会社伊藤建設
植村建設株式会社
海老根建設株式会社
株式会社大曽根建設
株式会社大貫工務店
株式会社川田建材工業
関東道路株式会社
キムラ工業株式会社
金城重機建設株式会社
株式会社郡司建設
有限会社小池工務店
株式会社鯉渕工業
株式会社椎名工務店
株式会社篠崎工務店
菅原建設株式会社
大昭建設株式会社
株式会社高田工務店
高橋建設株式会社
高橋建設工業株式会社
株式会社高橋芝園土木
株式会社高正建設
株式会社瀧工務店
田口建設工業株式会社
東亜興業株式会社
東康建設工業株式会社
常磐建設株式会社
株式会社内藤工務店
長山工業株式会社
日興建設株式会社
日東エンジニアリング株式会社
日本電設工業株式会社 茨城営業所
羽黒石材工業株式会社
株式会社波崎
橋本建設株式会社
株式会社羽原工務店
常陸建設株式会社
日立土木株式会社
株式会社秀商
株式会社平野産業
福智建設工業株式会社
株式会社冨晃
株式会社藤田工務店
平和建設株式会社
松尾建設株式会社
松崎建設株式会社
松原建設株式会社
三国屋建設株式会社
水戸土建工業株式会社
横建工業株式会社

代表者名
代表取締役 秋山 光伯
代表取締役 飯岡 美智代
代表取締役 伊藤 孝司
代表取締役 植村 和徳
代表取締役 柳瀬 香織
代表取締役 大曽根 理一郎
代表取締役社長 大貫 茂男
代表取締役 川田 友正
代表取締役 武藤 正浩
代表取締役 木村 和夫
代表取締役 金城 和彦
代表取締役 郡司 誠
代表取締役 小池 隆夫
代表取締役 大高 滋
椎名 義正
篠崎 尚史
代表取締役社長 下田 德行
代表取締役 細谷 武史
代表取締役 高田 稔
代表取締役 高橋 修一
代表取締役 高橋 順子
代表取締役 高橋 正
代表取締役 髙橋 昌文
代表取締役 瀧 文雄
代表取締役 田口 恵一郎
代表取締役 大和田 久進
代表取締役 澤畠 康男
代表取締役 佐々木 孝夫
代表取締役 内藤 裕一郎
代表取締役 長山 安行
代表取締役社長 安 勝彦
代表取締役 坂本 好郎
所長 中澤 正彦
代表取締役 長谷川 正一
代表取締役 下舘 三久
代表取締役 橋本 直行
代表取締役 寺田 一郎
代表取締役 澤幡 俊彌
代表取締役社長 沢畑 正剛
代表取締役 植村 光徳
代表取締役 平野 正栄
代表取締役 福智 成実
代表取締役 冨山 まさ子
代表取締役 藤田 強
代表取締役 長谷川 紀子
松尾 拓也
代表取締役 松﨑 里志
代表取締役 佐川 克豊
代表取締役 和田 英司
代表取締役 荒川 繁美
代表取締役 横須賀 光栄

所在地
茨城県日立市大沼町1丁目7番1号
茨城県つくば市東岡536番地1
茨城県稲敷郡美浦村大谷453-1
茨城県つくば市篠崎1218番地
茨城県久慈郡大子町大字大子1835-2
茨城県ひたちなか市足崎1474番地の46
茨城県水戸市けやき台3丁目62-1
茨城県築西市西方1705-4
茨城県筑西市下川島635番地
茨城県牛久市中央三丁目22番2
茨城県日立市十王町友部3554-1
茨城県鹿嶋市大字粟生1711
茨城県笠間市飯合572
茨城県水戸市鯉淵町1199
茨城県久慈郡大子町大字袋田2080番地4
茨城県龍ヶ崎市光順田1684
茨城県水戸市白梅1-2-33
茨城県龍ヶ崎市1686番地
茨城県つくば市真瀬1089
茨城県行方市繁昌353-1
茨城県水戸市双葉台5丁目811-2
茨城県古河市東牛谷318-1
茨城県鹿嶋市大字平井1186番地1
茨城県常陸大宮市富岡191番地
茨城県水戸市城南3丁目12番6号
茨城県石岡市東石岡2-5-7
茨城県那珂郡東海村白方538-2
茨城県龍ヶ崎市2957番地
茨城県小美玉市小川383番地11
茨城県常陸大宮市門井145番地の6
茨城県高萩市安良川915番地4
茨城県土浦市小松3丁目24番地16号
茨城県水戸市白梅1丁目4番17号
茨城県桜川市友部958
茨城県神栖市波崎3726-2
茨城県ひたちなか市田中後39-6
茨城県龍ヶ崎市川原代町3975番地
茨城県常陸太田市三才町620番地
茨城県日立市幸町2-18-5
茨城県つくば市篠崎1215番地
茨城県那珂市菅谷5408-2
茨城県龍ヶ崎市訓馬町2931番地
茨城県つくば市境田96番地
茨城県久慈郡大子町大字池田2804番地
茨城県水戸市谷田町660番地
茨城県稲敷市阿見町実穀1333
茨城県潮来市牛堀171-1
茨城県稲敷市西代2852-1
茨城県神栖市知手中央2-1-2
茨城県水戸市袴塚3-10-41
茨城県ひたちなか市元町2番8号

※会社名は五十音順です。

