「社会保険加入促進宣言企業」
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会社名
株式会社アークノハラ
株式会社アイコー
アイサワ工業株式会社
株式会社アイビック
青木あすなろ建設株式会社
株式会社淺沼組 東京本店
有限会社東鋼業
株式会社東工務店
株式会社新井組 東京支店
株式会社安藤・間
株式会社IKEDA
株式会社石松組
伊藤組土建株式会社 東京支店
株式会社植木組 東京本店
浦安工業株式会社
株式会社エクセルコーポレーション
株式会社エムリボック
大木建設株式会社
株式会社オーク建設
大崎建設株式会社
大田建設工業株式会社
株式会社大林組 東京本店
大港鉄筋株式会社
株式会社大盛工業
株式会社奥村組 東日本支社
奥山建設株式会社
株式会社小黒組
株式会社加賀田組 東京支店
株式会社カコー
鹿島建設株式会社 東京建築支店
加藤商事株式会社
株式会社兼藤
株木建設株式会社
株式会社カムラド
株式会社岸田組
北野建設株式会社 東京本社
株式会社熊谷組 首都圏支店
株式会社鴻池組 東京本店
古久根建設株式会社
有限会社小林興業
五洋建設株式会社
株式会社サカモトデンキ
櫻井工業株式会社
株式会社三共田中
株式会社サンプラント
株式会社J．フロント建装
芝辰産業株式会社
株式会社JALUXトラスト
昭栄電気工事株式会社
城南設備工業株式会社
新和重機株式会社
鈴木建設株式会社
株式会社鈴木工務店
株式会社鈴興
株式会社スペース・クリエイト
成友興業株式会社
大成建設株式会社 東京支店
大豊建設株式会社 東京土木支店
株式会社高木造園
立花建設株式会社
有限会社多摩鉄筋
東亜建設工業株式会社
東急建設株式会社
株式会社東京軀体
東鉄工業株式会社
株式会社トーハンスチール
常磐工業株式会社
飛島建設株式会社
株式会社TRUSTY
株式会社ナカタ電業社
株式会社ナカノフドー建設
南海辰村建設株式会社 東京支店
南武株式会社
新妻鋼業株式会社
株式会社西商店
西松建設株式会社
日工建設株式会社
株式会社日さく
日本室内設備工業株式会社
日本装芸株式会社

代表者名
代表取締役社長 赤川 喜和
相場 康雄
取締役支店長 多田 仁紀
代表取締役 加藤 勝弘
代表取締役社長 辻井 靖
取締役本店長 立石 勇一
代表取締役 東 保延
代表取締役 小根澤 美和
執行役員支店長 馬場 公勝
代表取締役社長 福富 正人
池田 博
代表取締役 石松 肇
執行役員支店長 松本 実
常務執行役員本店長 春日 孝郎
代表取締役社長 松浦 恒典
代表取締役 道場 直也
代表取締役 松本 雅雄
代表取締役社長 石川 徹
代表取締役 土屋 眞琴
代表取締役 大﨑 精一郎
代表取締役 大田 康二
専務執行役員 東京本店長 小林 千彰
代表取締役 大港 成人
代表取締役社長 和田 明彦
取締役 専務執行役員 支社長 水野 勇一
代表取締役 奥山 圭一
代表取締役 千代田 則雄
常務執行役員支店長 岩川 祥二
代表取締役社長 松本 純夫
副社長執行役員・支店長 天野 裕正
代表取締役 加藤 宣行
代表取締役
安藤 公裕
取締役社長 株木 雅浩
代表取締役 遠藤 晴彦
岸田 敏弘
代表取締役社長 北野 貴裕
常務執行役員 首都圏支店長 上田 真
取締役 常務執行役員 本店長 古川 浩
代表取締役社長 鈴木 眞一
小林 英明
代表取締役社長 清水 琢三
代表取締役 坂本 慶至
代表取締役社長 北村 一郎
代表取締役 片沼 豊
代表取締役 鈴木 秀介
代表取締役社長 近藤 保彦
代表取締役 春日 隆
村田 正美
髙橋 昭行
代表取締役 鈴木 俊一
代表取締役 新垣 彰一
代表取締役 鈴木 治彦
代表取締役 鈴木 弘一
代表取締役 鈴木 一秋
代表取締役 平舘 明秀
代表取締役 細沼 順人
常務執行役員支店長 須藤 史彦
常務執行役員支店長 竹内 清
代表取締役 高木 久隆
代表取締役 立花 武士
高橋 弘
代表取締役社長 秋山 優樹
代表取締役社長 今村 俊夫
代表取締役 渡沼 健一
代表取締役 柳下 尚道
代表取締役 塚原 徹
代表取締役 中島 禮子
代表取締役社長 乘京 正弘
髙橋 秀知
代表取締役 中田 功久
代表取締役社長 竹谷 紀之
常務執行役員支店長
野村 昭
知念 辰浩
代表取締役 新妻 尚祐
代表取締役 西 義雄
髙瀨 伸利
代表取締役 谷口 洋一
代表取締役社長 若林 直樹
代表取締役社長 椎津 雅夫
代表取締役 石蔵 陽一

所在地
東京都新宿区新宿一丁目1番11号
東京都中央区日本橋小伝馬町15-18
東京都港区南青山五丁目10番5号
群馬県富岡市下高瀬534番地
東京都港区芝四丁目8番2号
東京都港区芝浦2丁目15番6号 オアｰゼ芝浦MJビル
千葉県船橋市藤原1-1-21-205号
東京都荒川区東尾久3丁目9番15号
東京都港区海岸2丁目2番6号
東京都港区赤坂6-1-20
東京都杉並区宮前3-5-21
東京都港区高輪3-25-35
東京都中央区日本橋富沢町10-16 MY ARK日本橋ビル
東京都千代田区神田東松下町41番地2
東京都墨田区錦糸2丁目8番7号
埼玉県さいたま市緑区中尾443-5
東京都江東区東陽5-12-5 フォーシーズンズビル4F階
東京都江東区亀戸4-22-1 亀戸ビル
東京都江東区越中島一丁目2番7号 アスミビル4階
東京都文京区後楽1丁目7番12号
東京都大田区大森東3丁目17-3
東京都港区港南２−１５−２ 品川インターシティ B棟
神奈川県横浜市泉区和泉町4843-6
東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル8階
東京都港区芝五丁目6番1号
東京都江戸川区平井2丁目2番2号
東京都江東区亀戸2丁目17番15号
東京都新宿区中里町29番地3
東京都千代田区神田西福田町4-1
東京都港区元赤坂一丁目3番8号
東京都東村山市恩多町１丁目１２番３号
東京都品川区旗の台6-28-8
東京都豊島区高田3丁目31番5号
東京都豊島区巣鴨一丁目2番25号
東京都練馬区平和台3-10-17
東京都中央区銀座一丁目九番二号
東京都新宿区津久戸町2-1
東京都中央区日本橋本町一丁目9番1号
東京都文京区音羽一丁目1番1号
埼玉県戸田市南町3-30
東京都文京区後楽2-2-8
東京都江戸川区西一之江２丁目２３番６号
東京都江東区深川2-8-19
東京都板橋区高島平一丁目42番10号
東京都中央区東日本橋一丁目1番7号
東京都荒川区東日暮里4-36-20
東京都板橋区赤塚2-6-12
東京都大田区羽田空港1-6-6 空港施設第1綜合ビル5階
東京都大田区矢口3丁目10番3号
東京都品川区南大井1丁目6番5号
東京都豊島区西池袋2-36-1
東京都荒川区南千住六丁目37番9-2604
東京都練馬区東大泉７丁目２１番３９号
東京都西東京市富士町5-6-5
東京都大田区蒲田木町二丁目12番8号
東京都あきる野市草花1141番地1
東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
東京都中央区新川一丁目24番4号
東京都あきる野市野辺399−7
東京都練馬区向山4-35-18
埼玉県入間市宮寺2698番地10
東京都新宿区西新宿三丁目7番1号
東京都渋谷区渋谷1-16-14
東京都中央区日本橋人形町3-12-7 ＫＥＮ日本橋プレイス
東京都新宿区信濃町34番地 JR信濃町ビル4階
千葉県船橋市日の出一丁目十七番一号
東京都杉並区下井草2丁目32番5号 ＪＢＫビル
東京都港区南一丁目8番15号
東京都荒川区荒川1-7-10
東京都大田区西蒲田3丁目8番26号
東京都千代田区九段北四丁目二番二八号
東京都中央区銀座五丁目15番1号 南海東京ビル
東京都葛飾区奥戸3-9-2
埼玉県三郷市半田460番地
東京都大田区池上六丁目28番5号
東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー10階
東京都港区芝4-2-9
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目199番地3
東京都港区赤坂3丁目21番13号 ヒューリック赤坂ビル
東京都大田区矢口1丁目4番10号

「社会保険加入促進宣言企業」
令和２年７月１日時点

番号
会社名
81 日本電設工業株式会社 営業統括本部
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日本ハウズイング株式会社
日本ロックエンジニアリング株式会社
林建設株式会社
張替鉄筋工業株式会社
ファーストコーポレーション株式会社
福島電気工事株式会社
株式会社福田組 東京本店
不二熱学工業株式会社 東京支店
双葉ライン株式会社
株式会社不動テトラ
株式会社本間組 東京支店
株式会社マイタック
前田建設工業株式会社 東京土木支店
松井建設株式会社 東京支店
株式会社松伸
有限会社マツシン
丸彦渡辺建設株式会社 東京支店
港シビル株式会社
みらい建設工業株式会社 東京支店
向井建設株式会社
村本建設株式会社 東京支店
名工建設株式会社 東京支店
恵建設株式会社
株式会社八重鉄工業
株式会社ヤマガタ鉄筋
山﨑建設株式会社
山田鉄筋工業株式会社
株式会社佑星
株式会社吉田組 東京支店

代表者名
常務執行役員 本部長 臼井 俊雄
代表取締役社長 小佐野 台
代表取締役副社長 山本 和与利
代表取締役 林 清一
張替 英二
中村 利秋
代表取締役 福島 康
代表取締役専務執行役員本店長 石川 渡
取締役 東京支店長 義山 愼一
御厨 正敬
代表取締役社長 奥田 眞也
執行役員支店長 奥村 雄二
代表取締役社長 田中 雅博
常務執行役員東京土木支店長 西本 哲司
取締役専務執行役員東京支店長 小林 明
代表取締役 松本 茂
代表取締役 松本 茂
理事支店長 山谷 住好
代表取締役 倉本 眞澄
執行役員支店長 石橋 宏樹
遠藤 和彦
取締役専務執行役員支店長 女川 勢順
執行役員支店長 奥村 由政
蓮見 恵一
代表取締役 豊川 幸博
代表取締役 山形 栄造
代表取締役社長 山梨 敏幸
代表取締役 山田 昭彦
月元 東秀
取締役常務執行役員支店長 辻 克伸

所在地
東京都台東区池之端一丁目2番11号
東京都新宿区新宿1-31-12
東京都中央区日本橋富沢町8番6号
東京都調布市小島町2-56-3
東京都江戸川区北小岩6-20-4
東京都杉並区萩窪四丁目30番16号 藤澤ビルディング8階
東京都大田区蒲田4丁目34番10号
東京都千代田区九段北三丁目2番4号
東京都大田区山王2丁目5番9号
東京都葛飾区西水元3-9-16
東京都中央区日本橋小網町7番2号
東京都千代田区神田岩本町4番地
東京都台東区鳥越2丁目10番5号
東京都千代田区飯田橋1-12-7 飯田橋センタービル
東京都中央区新川1-17-22
埼玉県八潮市大瀬236-1
千葉県野田市二ツ塚273-4
東京都中央区日本橋小網町11-10
東京都港区海岸3丁目26番1号 パーク芝浦
東京都江東区亀戸2-36-12
東京都千代田区神田須田町2-8-1
東京都千代田区二番町3番4
東京都台東区台東三丁目28番8号
東京都新宿区新宿1-18-4
東京都葛飾区四つ木5丁目12番10号
東京都八王子市久保山町1-35
東京都中央区日本橋富沢町8番6号
千葉県浦安市堀江6丁目12番36号
千葉県松戸市東松戸3-5-7 ラグジュアリーガーデン東松戸203
東京都中央区日本橋掘留町一丁目5番9号（啓明商事kビル4階）

※会社名は五十音順です。

