
【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

（株）Ａｒｇｏｓ 山梨県南都留郡山中湖村 山中２８６－４２ 富士吉田支店 山梨県富士吉田市 下吉田１－１４－３

（株）GSユアサ安曇野 長野県安曇野市 穂高８３８４－１

（株）hayakawa D.K 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立５２５６－５

（株）HYSエンジニアリングサービス 東京都小平市 御幸町３２ サービス事業部　サービス本部 東京都小平市 御幸町３２

（株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区 東陽７－１－１ 関東支店 東京都江東区 東陽７－１－１

（株）ＫＯ－ＮＯ 山梨県甲府市 東下条町２０４－１

（株）NHKテクノロジーズ 東京都渋谷区 神山町４－１４

（株）ＮＮＣエンジニアリング 新潟県長岡市 寺宝町１３０－１ 南魚沼支社 新潟県南魚沼市 大崎４３６９－２

（株)ＮＴＴドコモ 東京都千代田区 永田町２－１１－１ （株）ＮＴＴドコモ　法人ビジネス本部 東京都港区 赤坂１－８－１

（株）ＯＭＯＲＩマテリアル 山梨県富士吉田市 中曽根２－７－２２

（株）アイメック 山梨県甲府市 和戸町３９０－３

（株）アクアテック 山梨県中巨摩郡昭和町 河西１６３９ー１０

（株）アスロック 山梨県甲府市 大里町１８９５－７

（株）アセラ技建 山梨県甲府市 蓬沢町１１７１

（株）アセント 東京都港区 芝浦４－１６－２３

（株）インテリアさの 山梨県甲府市 伊勢３－７－８

（株）ウィルトス 長野県松本市 本庄１－１－１３

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区 東五軒町３－２５

（株）ウォーターテック 東京都港区 芝浦３－１６－１ 東日本支店 東京都港区 芝浦３－１６－１

（株）エヌケーエス 大阪府大阪市淀川区 新高１－８－１７ 東京営業所 東京都大田区 西糀谷１－２５－５

（株）エヌディエス 山梨県甲府市 大和町１－４８－１

（株）エフ．アール．シー 山梨県富士吉田市 竜ケ丘２－１－１８

（株）オオモリ設備 山梨県南都留郡忍野村 忍草２９３２

（株）オーヤラックス 東京都千代田区 麹町1－6－2

（株）オカムラルーフ 山梨県富士吉田市 新倉２８７１

（株）オフィスショウ 東京都港区 六本木３－５－１４

（株）オリオン 山梨県笛吹市 八代町北３３７０－１

（株）カナマル 山梨県北杜市 小淵沢町５９９９

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市 桜町１－６－１０

（株）きんでん 大阪府大阪市北区 本庄東２－３－４１ 東京支社 東京都品川区 東五反田５－２５－１２

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区 敷津東１－２－４７ 東京支社 東京都中央区 京橋２－１－３

（株）クマヒラ 東京都中央区 日本橋本町１－１０－３

（株）クリーン・システム 山梨県韮崎市 藤井町南下條７３３－１

（株）クリーンライフ 山梨県中央市 西花輪４３７７

（株）クリエイトコーポレーション 山梨県富士吉田市 上吉田４８４１－２

（株）クリタス 東京都豊島区 南池袋１－１１－２２

（株）ケーエス・トクシュ興業 山梨県都留市 境９９－１

（株）コーケン 長野県岡谷市 181893



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

（株）コスゲ建築 山梨県中巨摩郡昭和町 押越２０５０－１

（株）コトブキ 東京都港区 浜松町１ー１４ー５

（株）コバヤシ工業 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立１７７７－１

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区 卸町２－６－１５

（株）サクセン山梨 山梨県甲府市 住吉３－６－２０

（株）サタケ 広島県東広島市 西条西本町２－３０

（株）サンエイ 山梨県富士吉田市 松山１６０６－２

（株）サンテレコム 山梨県甲府市 中央２－１３－２

（株）サンニチ印刷 山梨県甲府市 北口２－６－１０

（株）ジオ技研 山梨県甲府市 国母１－１３－３３

（株）ジャクエツ 福井県敦賀市 若葉町２－１７７０

（株）ジャクエツ 福井県敦賀市 若葉町２－１７７０

（株）スギタ建工 山梨県甲府市 小曲町１２８３

（株）スポーツテクノ和広 東京都品川区 南大井３－６－１８

（株）ゼロ 山梨県甲府市 住吉４－６－２４

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市 美沢１－９－１ 国内営業統括部 東京都中央区 東日本橋２－１５－４

（株）タクマ 兵庫県尼崎市 金楽寺町２－２－３３ 東京支社 東京都港区 芝浦３－９－１

（株）タケカワ 山梨県富士吉田市 下吉田４－１４－１１

（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区 山田２－１９１－１

（株）ダスラップサービス 山梨県南巨摩郡富士川町 青柳町３１９４

（株）タナック 山梨県甲斐市 島上条１４３８－１２

（株）チヨダ 埼玉県さいたま市西区 佐知川１４３３－１ 埼玉支店 埼玉県さいたま市西区 佐知川１４３３－１

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市 芝下１－１－３

（株）テクノ菱和 東京都豊島区 南大塚２－２６－２０ 甲府営業所 山梨県甲府市 徳行１－１７－３２

（株）デジタルアライアンス 山梨県甲府市 北口２ー１２ー１

（株）トーレイ 山梨県甲府市 中町５－１

（株）ナカゴミ建設 山梨県南アルプス市 西南湖２６４

（株）ナガワ 東京都千代田区 丸の内１－４－１ 東京支店 東京都千代田区 丸の内１－４－１

（株）ニシノ建設管理 山梨県甲斐市 竜王１４８８－２

（株）ニッコー保安施設 山梨県南アルプス市 鏡中條３４４３

（株）パークプラン工業 山梨県甲斐市 玉川１４４５－４

（株）ハギ・ボー 山梨県甲府市 上今井町７４０－４

（株）ビ・ボーン 山梨県富士吉田市 新西原２－２５－１０

（株）ピーエス三菱 東京都中央区 晴海２－５－２４ 横浜営業所 神奈川県横浜市中区 万代町２－４－５

（株）フジタ 東京都渋谷区 千駄ヶ谷４－２５－２ 横浜支店 神奈川県横浜市神奈川区 金港町７－３

（株）ふじでん 山梨県甲府市 朝気３ー２１ー２９

（株）フソウ 香川県高松市 郷東町７９２－８ 東京支社 東京都中央区 日本橋室町２－３－１

（株）フロンティアサイトー 山梨県甲斐市 竜王１５６０



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

（株）ベストップ 山梨県甲斐市 西八幡４４２２－１

（株）ベルテクノ 愛知県名古屋市中区 錦３－５－２７

（株）マシナリー 山梨県富士吉田市 下吉田東１－２４－５

（株)マルゼン 東京都台東区 根岸２－１９－１８ 横浜支社 神奈川県横浜市港北区 新横浜３－１３－６葉山第３ビル５階

（株）ミヤケ電池サービス 神奈川県小田原市 鴨宮２００

（株）メイキョー 山梨県甲府市 徳行２－２－３８

（株)メエップ 長野県松本市 大字島立１８３６－１０

（株）モッチ技研 山梨県甲府市 東光寺町２１１３－１８

（株）ヤマヨセンター 山梨県南都留郡忍野村 内野４７５１

（株）ユアテック 宮城県仙台市宮城野区 榴岡四丁目１－１ 東京本部 東京都千代田区 大手町２－２－１

（株）リード 山梨県甲府市 上石田１－１３－１０

（株）リズム 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津７３９２－１

（株）ロード 山梨県甲府市 下小河原町２６２

（株）安部日鋼工業 岐阜県岐阜市 六条大溝３－１３－３ 東京支店 東京都新宿区 下落合２－３－１８ＳＫビルＳ棟３階

（株）伊藤鐵工所 静岡県静岡市清水区 幸町２－１２

（株）井上工務店 山梨県富士吉田市 竜ヶ丘２－１－３

（株）井上塗装 山梨県富士吉田市 上吉田５３９７

（株）一水工業 山梨県富士吉田市 下吉田７－２５－２２

（株）雲松園 山梨県北杜市 小淵沢町３６３０

（株）荏原製作所 東京都大田区 羽田旭町１１－１ 東京支社 東京都大田区 羽田旭町１１－１

（株）荏原電産 東京都大田区 羽田旭町１１－１

（株）栄真工業 山梨県都留市 与縄９３

（株）塩浜工業 福井県敦賀市 観音町１２－１ 東京本社 東京都文京区 後楽１－５－３　後楽国際ビルディング12階

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区 松崎町２－２－２ 横浜支店 神奈川県横浜市中区 日本大通６０

（株）横河システム建築 千葉県船橋市 山野町４７－１

（株）岡谷組 長野県岡谷市 幸町６－６ 山梨支店 山梨県中央市 山之神流通団地１－２－２

（株）加々見工務店 山梨県富士吉田市 下吉田東２－２４－１

（株）加取 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津７５１８

（株）加藤塗装工業所 山梨県甲州市 塩山上於曽４１９

（株）河口湖西村造園 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立５１２７

（株）河口湖庭園 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津４９４０－１

（株）梶原工業所 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３０３６

（株）関山建設 山梨県都留市 夏狩１７１９

（株）関電工 東京都港区 芝浦４－８－３３ 山梨支店 山梨県甲府市 中央４ー１２－２５

（株）関東技研 山梨県韮崎市 穴山町三ツ石８７８６

（株）関東日立 東京都台東区 東上野２－７－５ 山梨支社 山梨県甲府市 上今井町７５３

（株）丸昇建設 山梨県都留市 鹿留６２１

（株）丸大産業 山梨県都留市 井倉６９４



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

（株）丸美建設工業 山梨県西八代郡市川三郷町 高田２９７４

（株）岩城 岐阜県可児市 柿下２－１ 東京営業所 東京都大田区 北嶺町１４－９　フォレスト北嶺１０１号室

（株）吉野土建 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津９８１

（株）共和組 山梨県富士吉田市 中曽根２－１－３２

（株）興龍社 山梨県甲府市 富竹１－１０－３１

（株）櫛形環境 山梨県南アルプス市 山寺１１０

（株)熊谷組 東京都新宿区 津久戸町２－１ 首都圏支店 東京都新宿区 津久戸町２－１

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区 北堀江１－１２－１９ 東京支社 東京都港区 港南２－１６－２

（株）元創 東京都新宿区 西新宿６－２６－１１　成子坂ハイツ１００２号室

（株）五百藏造園土木 山梨県甲州市 塩山赤尾５４３－２

（株）甲斐電設 山梨県甲斐市 名取６８４－３

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区 中央２－４８－５

（株）高野建設 山梨県甲州市 勝沼町勝沼２８９３

（株）高野塗装店 山梨県甲府市 塩部３－１－２４

（株）鴻池組 大阪府大阪市 中央区北久宝寺町３－６－１ 東京本店 東京都中央区 日本橋本町１－９－１

（株）坂本建運 山梨県甲府市 富士見１－２２－１１

（株）三英東体 山梨県甲府市 下飯田４－４－２５

（株）三枝組 山梨県甲府市 中小河原町３７５－３

（株）三枝造園 山梨県富士吉田市 松山１２６７－６

（株)三水 静岡県静岡市清水区 三保５２６－６

（株）三正興産 山梨県甲府市 下鍛冶屋町９５５－１

（株）三与建設 静岡県富士宮市 田中町１１５０

（株）山晃電機工業 山梨県南アルプス市 吉田１１２４－１

（株）山市成工 山梨県甲府市 美咲１－１４－８

（株）山七 山梨県富士吉田市 下吉田７－３３－１５

（株）山吹 山梨県笛吹市 八代町永井１４８３－１

（株）山通 山梨県甲府市 飯田５－５－２７

（株）山梨ボーリング 山梨県甲府市 西高橋町２３３

（株）山梨施設管理 山梨県甲府市 山宮町３２７１－３

（株）山梨地質 山梨県甲府市 貢川本町４－３１

（株）四電工 香川県高松市 花ノ宮町２－３－９ 東京本部 東京都港区 浜松町１－１８－１６

（株）芝保 山梨県甲府市 貢川本町１８－２０

（株）若尾電気 山梨県甲府市 下飯田２－９－１２

（株）秋山電気 山梨県上野原市 上野原５５５

（株）順行 山梨県南アルプス市 浅原３６１－２－２Ｆ

（株）小山電気 山梨県笛吹市 御坂町成田１７５２－１

（株）小松興業 山梨県富士吉田市 中曽根２－９－８

（株)小松製作所 長野県諏訪市 湖岸通り２－３－１４



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

（株）小野田設備 山梨県南都留郡西桂町 小沼２１７５－５

（株）松永電工 山梨県甲府市 貢川１－１０－１２

（株）松村電機製作所 東京都文京区 根津２－１２－１ 東京支店 東京都台東区 池之端２－７－１７　井門池之端ビル

（株）城山建設 山梨県富士吉田市 上吉田東５－７－７６

（株）新光設備工業 山梨県甲府市 上阿原町６６９ー１

（株）森田鉄工所 埼玉県幸手市 大字上吉羽２１００－３３ 東京営業支店 東京都千代田区 岩本町１－８－１５

（株）森嶋 山梨県富士吉田市 下吉田４－１０－２２

（株）真栄電気 山梨県笛吹市八代町 北１３０１－１

（株)水機テクノス 東京都世田谷区 桜丘５－４８－１６

（株）星野 山梨県甲府市 荒川２－６－４０

（株)正直堂 山梨県甲府市 中央２－１２－１５

（株）西井電設 山梨県甲斐市 島上条１８９２

（株）西関東パワーテクノ 東京都府中市 是政２－１５－２６ 山梨支社 山梨県甲斐市 龍地４３２２－１

（株)西原環境 東京都港区 海岸３－２０－２０ 東京・東北支店 東京都港区 海岸３－２０－２０

（株）石川工務所 山梨県甲州市 塩山上於曽１９９０

（株）仙洞田板金工業 山梨県山梨市 正徳寺６９３－１

（株）川口工務店 山梨県南都留郡忍野村 内野４６２７

（株）前田産業 熊本県熊本市 南区野田３－１３－１ 東京支店 東京都港区 海岸２－６－３０ＭＳビル３階

（株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市 仲町５－１１ 関東支店 埼玉県川口市 仲町５－１１

（株）双成化建 山梨県甲府市 国母３－１２－３４

（株）早野組 山梨県甲府市 東光寺１－４－１０

（株）相和 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３６８３－２

（株）太陽社 山梨県中巨摩郡昭和町 押越１００

（株）大協建材 大阪府大阪市浪速区 元町１－１３－７ 東京本社 東京都江東区 木場２－１７－１２

（株）大三洋行 東京都港区 港南２－５－１１

（株）大森工務所 山梨県富士吉田市 ときわ台１－４－５

（株）大森林業所 山梨県南都留郡忍野村 忍草５１４

（株）大成電気 山梨県甲府市 美咲１－９－７

（株）大塚 静岡県富士市 大淵１－１０５８

（株)大林組 東京都港区 港南２ー１５－２ 東京本店 東京都港区 港南２ー１５－２

（株）大氣社 東京都新宿区 西新宿８－１７－１ 横浜支店 神奈川県横浜市神奈川区 鶴屋町２－２６－４

（株）第一テクノ 東京都品川区 南大井６－１３－１０ 横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区 橋戸３－３－１８

（株）滝沢電気 山梨県笛吹市 八代町南７５５－１

（株）滝田電気商会 山梨県韮崎市 穂坂町宮久保５１４０－１

（株）地場工務店 山梨県笛吹市 御坂町金川原８５０－１

（株）池上工務所 山梨県富士吉田市 下吉田５－３０－７

（株）竹中工務店 大阪府大阪市 中央区本町４－１－１３ 東京本店 東京都江東区 新砂１－１－１

（株）竹中土木 東京都江東区 新砂１－１－１ 東京本店 東京都江東区 新砂１－１－１



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

（株）中央エクステリア 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３４２９

（株）中村建設 山梨県甲斐市 万才３００

（株）中部 山梨県中央市 一町畑９１２－１

（株）中野工業 山梨県都留市 桂町１０９１－５

（株）仲村造園 山梨県北杜市 明野町小笠原３８３８

（株）朝日工業社 東京都港区 浜松町１－２５－７ 山梨営業所 山梨県甲府市 大里町１８７７－１

（株）長谷川工業 山梨県都留市 つる１－５－１１

（株)鶴見製作所 大阪府大阪市 鶴見区鶴見４－１６－４０ 東京本社 東京都台東区 台東１－３３－８

（株）田中建設 東京都八王子市 旭町１１－６

（株）電業社機械製作所 東京都大田区 大森北１－５－１ 静岡支店 静岡県三島市 三好町３－２７

（株）渡辺工業所 山梨県甲府市 国母５－９－２４

（株）土屋工業 山梨県甲府市 池田１－４－２０

（株）土手影建設 山梨県南都留郡忍野村 内野６９６

（株）島津製作所 京都市中京区 西ノ京桑原町１ 東京支社 東京都千代田区 神田錦町１－３

（株）東栄 山梨県甲州市 塩山熊野４６－１

（株）道路環境 山梨県山梨市 上之割４５８－２

（株）道路企画 山梨県甲府市 下飯田３－６－２

（株）内外 山梨県甲府市 中央５－２－２６

（株）内田洋行 東京都中央区 新川２－４－７

（株）内藤ハウス 山梨県韮崎市 円野町上円井３１３９

（株）二和工業商会 静岡県三島市 谷田１３０１－１

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区 桜木町４－１９９－３ 東日本支社 埼玉県さいたま市大宮区 桜木町４－１９９－３

（株）日原ライニング工業 山梨県甲府市 西高橋町５５６－４６

（株）日新厨房企画 山梨県中央市 山之神流通団地北１

（株)日展 大阪府大阪市 北区万歳町３－７ 東京支店 東京都台東区 東上野６－２１－６

（株）日比谷アメニス 東京都港区 三田４－７－２７

（株）日本ピーエス 福井県敦賀市 若泉町３ 東京支店 東京都千代田区 神田猿楽町１－５－１８　千代田ビル６階

（株）日立インダストリアルプロダクツ 東京都千代田区 外神田１－５－１ 機械システム営業本部営業第二部 東京都千代田区 外神田１－５－１

（株）日立ビルシステム 東京都千代田区 神田淡路町２－１０１ 首都圏支社 東京都千代田区 神田淡路町２－１０１

（株）日立国際電気 東京都港区 西新橋２－１５－１２ 公共ソリューション営業部 東京都港区 西新橋２－１５－１２

（株）日立製作所 東京都千代田区 丸の内１－６－６ 北関東支店 埼玉県さいたま市 大宮区桜木町１－１０ー１６

（株）熱研メンテナンス 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立５４５１－３

（株）乃村工藝社 東京都港区 台場２－３－４

（株）柏木電工 山梨県都留市 つる１－１４－１４

（株）八木沢興業 山梨県笛吹市 石和町東高橋１３４－３

（株）飯塚工業 山梨県笛吹市 御坂町井之上１５１１

（株）富士グリーンテック 山梨県甲府市 富竹３－１－３

（株)富士植木 東京都千代田区 九段南４－１－９ 山梨支店 山梨県山梨市 上栗原９４５



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

（株）富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区 末長３－３－１７ 情報通信ネットワーク営業部 神奈川県川崎市高津区 末長３－３－１７

（株）望月電気 山梨県甲府市 高畑１－２－３３

（株）本久 長野県長野市 桐原１－３－５

（株）明電エンジニアリング 東京都品川区 大崎３－７－９ 静岡支店　山梨営業所 山梨県甲府市 城東３－１５－１１

（株）明電舎 東京都品川区 大崎２－１－１ （株）明電舎 東京都品川区 大崎２－１－１

（株）和田電業社 山梨県大月市 猿橋町伊良原１３３

（株）淺沼組 大阪府大阪市 浪速区湊町１－２－３マルイト難波ビル 東京本店 東京都港区 芝浦２－１５－６オアーゼ芝浦ＭＪビル

（株）錢高組 大阪府大阪市西区 西本町２－２－４ 横浜支店 神奈川県横浜市中区 扇町３－８－８

（株）髙木 山梨県富士吉田市 下吉田東１－２－１５

（有）エヌエーエム 山梨県都留市 古川渡６７３－１

（有）オサダ防水 山梨県甲府市 上向山町２０４

（有）サンリツ造園土木 山梨県甲府市 善光寺町３１３５

（有）タケヤ 山梨県富士吉田市 下吉田東２－１８－２６

（有）タナカ設備 山梨県笛吹市 御坂町尾山３２３－１

（有）タナカ塗装店 山梨県富士吉田市 新町４ー１５－２３

（有）トータスコーポレーション 長崎県佐世保市棚方町 ４８８－１７

（有）はやし設備 山梨県南都留郡富士河口湖町 大石２８７５－１

（有）ヒロセ工房 山梨県富士吉田市 下吉田東４－１６－２５

（有）フルヤ 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３６３８－２

（有）ほさか塗装店 山梨県南アルプス市 小笠原１７１４－１

（有）ワタヒロ建材興業 山梨県南都留郡忍野村 内野４９０１

（有）井出造園 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津１４４８－３

（有）荻野造園 山梨県甲府市 伊勢４－１－１２

（有）加賀美塗装店 山梨県南アルプス市 落合５８８－３

（有）外川設備工業 山梨県南都留郡富士河口湖町 河口１０８９

（有）楽山設備 山梨県都留市 田原３－１－２６

（有）管清社 山梨県甲府市 古上条町１２６－２

（有）亀田重機建材 山梨県都留市 玉川１９３

（有）宮重土建 山梨県富士吉田市 小明見４－１－３２

（有）峡西シーエーテーブイ 山梨県南アルプス市 小笠原１１０６－２

（有）峡南環境サービス 山梨県南アルプス市 戸田９１６－１８

（有）原田機械設備 山梨県甲府市 湯村１－１０－１３

（有）戸田工務店 山梨県上野原市 桑久保１９２２－１

（有）湖南電工 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立２８２６－１

（有）湖南堂工務店 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津１１８４

（有）後藤植木センター 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立３８１４－２

（有）江藤工業所 山梨県南アルプス市 野牛島２４５０－４

（有）佐藤電気商会 山梨県都留市 桂町８８６－１



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

（有）佐野電工 山梨県南都留郡富士河口湖町 勝山９９２－１

（有）三浦土木 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津１６０７－２

（有）三友設備工業 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立２０５１

（有）山光工業 山梨県南都留郡富士河口湖町 富士ケ嶺６１５

（有）山松建設 山梨県富士吉田市 旭１－７－３８

（有）山縣塗装店 山梨県甲府市 和戸町１４７－３

（有）七里緑化 山梨県南都留郡道志村 7623

（有）芝電工 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３２９１－１５

（有）小佐野設備 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３４１３－２

（有）小林電気商会 山梨県南アルプス市 江原１５９０

（有）松村塗装店 山梨県甲斐市 篠原２４９７

（有）上田屋商会 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津４２７３

（有）信栄 山梨県南巨摩郡富士川町 天神中條１０６０－１

（有）進和 埼玉県所沢市 下富１２８８－１

（有）西部土建 山梨県南都留郡富士河口湖町 長浜７３１

（有）早川 山梨県富士吉田市 中曽根２－４－３９

（有）大星建設 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立２２０７－１

（有）中沢実業 山梨県甲府市 小瀬町５６５－１

（有）朝日電設工事 山梨県都留市 朝日馬場１９８

（有）鶴田看板塗装店 山梨県山梨市 上神内川１８２－３

（有）渡辺建設工業 山梨県南都留郡忍野村 内野１３１

（有）渡辺石材 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津２４４１－２

（有）渡辺土木 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津１９５４

（有）東陽プロテック 山梨県笛吹市 石和町中川６５０－３

（有）富士エコトープミレニアム 山梨県富士吉田市 上吉田東８－２３－４１

（有）富士宮防水工業 静岡県富士宮市 野中東町７２－２

（有）力石塗装 山梨県富士吉田市 竜ケ丘３－３－９

JFE環境テクノロジー（株） 千葉県千葉市美浜区 中瀬２－６－１

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市 伊奈平１－７０－２

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区 後楽２－６－１　飯田橋ファーストタワー 甲府営業所 山梨県甲府市 相生２－３－１６　三井住友海上甲府ビル

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区 三田１－４－２８ 東日本営業本部西関東営業部 神奈川県横浜市西区 北幸２－８－４

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区 三田１－４－２８ 東日本営業本部西関東営業部 神奈川県横浜市西区 北幸２－８－４

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区 晴海１－８－１１

アイテック（株） 大阪府大阪市北区 梅田３－３－１０

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区 大豆戸町２７５

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区 渋谷３－２９－２０ 甲信支店 山梨県甲府市 落合町６０２－２

エルテックサービス（株） 山梨県笛吹市 一宮町国分１０１４－１

オリエンタル白石（株） 東京都江東区 豊洲５－６－５２ 東京支店 東京都江東区 豊洲５－６－５２



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

オリエント工業（有） 静岡県沼津市 西間門１７２－１

クボタ機工（株） 大阪府枚方市 中宮大池１－１－１ 東京支店 東京都中央区 京橋２－１－３

クリーンヘルス（株） 山梨県南アルプス市 山寺１１０

コイト電工（株） 神奈川県横浜市戸塚区 前田町１００ 本社営業部 神奈川県横浜市戸塚区 前田町１００

コトブキシーティング（株） 東京都千代田区 神田駿河台１－２－１

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区 下溝１８９２－１

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区 亀戸１－８－９

サンコーライン（株） 山梨県中巨摩郡昭和町 清水新居３５７

サンコー電気（株） 山梨県富士吉田市 松山１－６－２３

サンコー防災（株） 静岡県富士市 永田北町９－１５

サンワコムシスエンジニアリング（株） 東京都杉並区 高円寺南２－１２－３

ジェイズ・テレコムシステム（株） 神奈川県川崎市中原区 小杉御殿町２－６９－１ 甲府営業所 山梨県甲府市 相生１－２－２６

シチズンＴＩＣ（株） 東京都小金井市 前原町５－６－１２ 東京支店 東京都小金井市 前原町５－６－１２

ジャパンエレベーターパーツ（株） 埼玉県和光市 アラクラ５－６－５０

ショーボンド建設（株） 東京都中央区 日本橋箱崎町７－８ 東京支店 東京都江東区 南砂２－２－１７

ジョンソンコントロールズ（株） 東京都渋谷区 笹塚１－５０－１

シンク・エンジニアリング（株） 東京都目黒区 自由が丘３－１６－１５

シンフォニアエンジニアリング（株） 三重県伊勢市 竹ケ鼻町９９－９６ 東京本社 東京都新宿区 西新宿２－７－１小田急第一生命ビル

スポーツ施設（株） 東京都板橋区 南常盤台１－３５－１

スマイル設備（株） 山梨県富士吉田市 上吉田４５９０－３３

すやま電器 山梨県南都留郡忍野村 忍草１２５３－３

スワテック建設（株） 長野県諏訪市 城南２－２３５３

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区 福住２－４－３ 信越営業所 長野県松本市 高宮中１２－６

セコム山梨（株） 山梨県甲府市 徳行３－１２－２５

セントラル防災（株） 山梨県甲府市 徳行４－１２－２

ダイカン（株） 山梨県甲府市 下飯田４－１０－２２

タカオ（株） 広島県福山市 御幸町中津原１７８７－１

タカムラ建設（株） 山梨県南都留郡山中湖村 山中８６２－１

タツミエンジニアリング（株） 山梨県甲府市 相生１－５－１２

タニコー（株） 東京都品川区 戸越１－７－２０ 甲府営業所 山梨県中巨摩郡昭和町 清水新居１６３８オキタパークビル

テクト（株） 山梨県富士吉田市 上吉田２－１－１１

テクノハウス（株） 山梨県都留市 戸沢１７０

テスコ（株） 東京都千代田区 西神田１－４－５

トーヨークリエイト（株） 長野県長野市 大豆島６７０－１ 山梨北支店 山梨県北杜市長坂町 大八田８５４－１

ナジコイーエス（株） 東京都江東区 木場２－１７－１２　ＳＡビルディング２階

ナブコシステム（株） 東京都千代田区 霞ヶ関３－２－５ 甲府支店 山梨県甲府市 国母８－１５－５

パナソニックLＳエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区 城見２－１－６１ 東京本部 東京都江東区 青海１－１－２０

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 東京都中央区 銀座８－２１－１ 首都圏部門 東京都中央区 銀座８－２１－１



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

フジコンストラクト（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３４９９－９

フジコンストラクト（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３４９９－９

プラス建装（株） 山梨県富士吉田市 松山３－５－８

ホシザキ東京（株） 東京都品川区 西品川１－１－１　住友不動産大崎ガーデンタワー２１階 山梨支店 山梨県甲府市 下石田２－１２－２２　ホシザキ東京甲府ビル

ミナモト通信（株） 神奈川県横浜市戸塚区 平戸町５５９－６

メタウォーター（株） 東京都千代田区 神田須田町１－２５ 首都圏南部営業部 東京都千代田区 神田須田町１－２５

メタウォーターサービス（株） 東京都千代田区 神田須田町１－２５ 事業推進本部 東京都千代田区 神田須田町１－２５

メディアシステム（株） 山梨県甲府市 国母８－２１－１５

ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪府大阪市北区 鶴野町１－９ 名古屋支店 愛知県名古屋市東区 東桜２－１３－３０

リコージャパン（株） 東京都大田区 中馬込１－３－６ 山梨支社　ＢＰ公共営業部 山梨県中央市 山之神流通団地東１

りんかい日産建設（株） 東京都港区 芝２－３－８

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区 千年１－２－７０ 東京支店 東京都新宿区 西新宿６－８－１　新宿オークタワー１８階

旭陽電気（株） 山梨県韮崎市 神山町鍋山３００

伊藤建築 山梨県南都留郡富士河口湖町 本栖２１８－１０６

井口工業（株） 山梨県甲府市 国母５－１８－２２

井出電気（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３８１２

井上建設（株） 静岡県富士市 蓼原４９－１１

宇野重工（株） 三重県松阪市 大津町１６０７－１ 東京支店 東京都港区 浜松町２－２－３

雨宮工業（株） 山梨県甲府市 荒川２－１３－１

雨宮電気（株） 山梨県山梨市 北３３９－１

荏原実業（株） 東京都中央区 銀座７－１４－１ 山梨営業所 山梨県甲府市 宝２－２１－６　アローズビル

荏原商事（株） 東京都中央区 日本橋茅場町３－９－１０ 神奈川営業所 神奈川県横浜市港北区 新横浜３－６－５

塩沢建設（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 河口１５８６－３

奥アンツーカ（株） 大阪府東大阪市 長田東３－２－７ 東京支店 東京都台東区 三筋１－１０－４

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市 中町２－９－３２ 環境システム本部 東京都武蔵野市 中町２－９－３２

沖電気工業（株） 東京都港区 虎ノ門１－７－１２ 首都圏営業本部 東京都港区 虎ノ門１－７－１２

岳麓土建（株） 山梨県富士吉田市 富士見４－３－１１

鎌長製衡（株） 香川県高松市 牟礼町牟礼２２４６

環境管理開発（株） 山梨県都留市 四日市場２３－１

管清工業（株） 東京都世田谷区 上用賀１－７－３ 神奈川営業所 神奈川県横浜市旭区 川井本町６６

丸武吉野建設（有） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３２７８－３

丸茂電機（株） 東京都千代田区 神田須田町１－２４

岩間井戸工業（株） 山梨県甲府市 国母１－４－３

宮下設備工業（株） 山梨県富士吉田市 上吉田東５－１３－２１

宮地エンジニアリング（株） 東京都中央区 日本橋富沢町９－１９

共信冷熱（株） 山梨県甲府市 大里町１０９４

共同電設（株） 山梨県甲府市 中央２－１０－８

共同土木（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 長浜１５５２－３



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

共和メンテナンス（株） 東京都品川区 西五反田７－２５－１９

共和化工（株） 東京都品川区 西五反田７－２５－１９ 関東支店 東京都品川区 西五反田７－２５－１９

協栄エンジニアリング（株） 山梨県富士吉田市 中曽根３－１０－８

協栄工業（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３７７６

協和産業（株） 山梨県甲府市 丸の内２－７－１６

興和工業（株） 山梨県富士吉田市 新屋１－８－１

響造園土木（有） 山梨県富士吉田市 上吉田５５４０－６

極東開発工業（株） 兵庫県西宮市 甲子園口６－１－４５

桑原重機（株） 山梨県富士吉田市 上吉田東８―１６―１４

桑原電業（株） 山梨県富士吉田市 上吉田東８－８－２１

計画建設（株） 山梨県甲府市 国母２－４－１９

穴水（株） 山梨県甲府市 城東１－７－２

元旦ビューティ工業（株） 神奈川県藤沢市 湘南台１－１－２１

古河電気工業（株） 東京都千代田区 大手町２－６－４ 本社 東京都千代田区 大手町２－６－４

古谷建設 山梨県南都留郡富士河口湖町 西湖西１０ー１

戸田建設（株） 東京都中央区 八丁堀２－８－５

五光電工（株） 山梨県甲府市 宝１－３６－１

交通工業（株） 山梨県中央市 若宮４４－１

宏和建設（株） 山梨県甲府市 横根町４７２－１

甲信商事（株） 長野県松本市 双葉７－３ 甲府支店 山梨県中央市 山之神流通団地３－４－１

甲府ビルサービス（株） 山梨県甲府市 池田１－５－９

甲府住宅設備（株） 山梨県甲府市 徳行２－１０－４０

甲府冷暖工業（株） 山梨県甲府市 貢川１－５－５５

高砂熱学工業（株） 東京都新宿区 新宿６－２７－３０ 山梨営業所 山梨県甲府市 大津町３１７－１３

高野熱設備（株） 山梨県富士吉田市 竜ヶ丘３－１１－２３

国際建設（株） 山梨県甲府市 塩部４－１５ー５

三井建設工業（株） 山梨県甲府市 飯田４－１－３３

三井住友建設（株） 東京都中央区 佃２－１－６ 東京土木支店 東京都中央区 佃２－１－６

三英電業（株） 東京都品川区 大崎１－１９－２０ 南関東支店山梨営業所 山梨県甲府市 国母６－２－１４

三機化工建設（株） 神奈川県大和市 中央林間７－１０－１

三協フロンテア（株） 千葉県柏市 新十余二５

三協工業（株） 東京都品川区 西五反田７－２０－１１

三協設備（株） 山梨県富士吉田市 大明見２－７－１６

三建設備工業（株） 東京都中央区 新川１－１７－２１ 諏訪出張所 長野県諏訪市 豊田１２１６

三晃工業（株） 大阪府大阪市大正区 鶴町２－１５－２６

三精工事サービス（株） 大阪府大阪市北区 池田町１－４３三精ビル 東京支店 東京都荒川区 東日暮里２－３－１１

三辰精工（株） 東京都江戸川区 船堀４－１２－１０

三菱化工機（株） 神奈川県川崎市幸区 堀川町５８０　ソリッドスクエア東館 環境営業部 神奈川県川崎市幸区 堀川町５８０　ソリッドスクエア東館



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

三菱電機（株） 東京都千代田区 丸の内２－７－３ 社会システム第一部 東京都千代田区 丸の内２－７－３

三菱電機ビルテクノサービス（株） 東京都荒川区 荒川７－１９－１ 首都圏支社 東京都荒川区 荒川７－１９－１

三菱電機ビルテクノサービス（株） 東京都荒川区 荒川７－１９－１ 首都圏支社 東京都荒川区 荒川７－１９－１

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区 東上野５－２４－８ 社会システム営業第一部 東京都台東区 東上野５－２４－８

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区 尾上町６－８６－１ 西関東支店 神奈川県藤沢市 湘南台１－２４－５

三和シヤッター工業（株） 東京都板橋区 新河岸２－３－５ 甲府営業所 山梨県中巨摩郡昭和町 清水新居１５００－１

三和建設（株） 山梨県富士吉田市 上吉田４－９－２１

三和防災（株） 山梨県甲府市 善光寺３－８－２９

山英建設（株） 山梨県都留市 法能宮原中野２５０４

山光石油（株） 山梨県甲府市 青葉町７－３０

山田工業（株） 大阪府大阪市中央区 日本橋１－１７－１７

山本基礎工業（株） 山梨県甲府市 城東１－３－８

山梨ガーデン（株） 山梨県南巨摩郡富士川町 最勝寺１５１４

山梨ガーデン（株） 山梨県南巨摩郡富士川町 最勝寺１５１４

山梨グローブシップ（株） 山梨県甲府市 伊勢３－５－２４

山梨ザイペックス（株） 山梨県都留市 桂町７８２

山梨パナソニックシステム（株） 山梨県中巨摩郡昭和町 西条２３３１

山梨日化サービス（株） 山梨県中巨摩郡昭和町 築地新居９０７－１

秋山土建（株） 山梨県富士吉田市 下吉田東１－２４－３

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区 西五反田７－１０－４

住友電設（株） 大阪府大阪市西区 阿波座２－１－４ 山梨営業所 山梨県甲府市 上石田３－１３－９

小佐野工業（株） 山梨県富士吉田市 下吉田７－３４－４５

小田切塗装（株） 山梨県甲府市 丸の内１－１１－８

小林建設（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３４３５

昭和建設（株） 山梨県富士吉田市 上吉田東１－４－１８

昭和建設（株） 山梨県甲州市 塩山熊野８０－１

昭和建設工業（株） 山梨県甲府市 寿町２９－１

昭和電気（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立８７９

松井建設（株） 東京都中央区 新川１－１７－２２ 東京支店 東京都中央区 新川１－１７－２２

松井組工友（株） 山梨県南巨摩郡身延町 瀬戸１５４

城山産業（株） 東京都渋谷区 西原２－１－４白倉ビル

植野興業（株） 山梨県甲州市 塩山上於曽１８９６

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区 市ノ坪１６０

新栄工業（株） 東京都町田市 南町田１－２－４１

新生テクノス（株） 東京都港区 芝５－２９－１１ 東京支店 東京都港区 東新橋１－７－４

新日本工業（株） 愛知県名古屋市昭和区 吹上町２－１－５ 長野営業所 長野県松本市 寿北１－１６－８

新菱冷熱工業（株） 東京都新宿区 四谷１－６－１ 甲府営業所 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１０

新明和アクアテクサービス（株） 兵庫県神戸市東灘区 本山南町８－６－２６ 関東センター 神奈川県横浜市鶴見区 尻手３－２－４３



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

新明和工業（株） 兵庫県宝塚市 新明和町１－１ 流体事業部　営業本部 神奈川県横浜市 鶴見区尻手３－２－４３

森松工業（株） 岐阜県本巣市 見延１４３０－８

身延総合設備（株） 山梨県南巨摩郡身延町 小田船原１１５７

須藤工業（株） 神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央３－２０－９

世紀東急工業（株） 東京都港区 三田３－１３－１６ 東京支店 東京都渋谷区 宇田川町４２－６

清水建設(株) 東京都中央区 京橋２－１６－１ 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区 錦町６８２－２

西湖渡辺建設（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 西湖東村３００９－１

西山塗装（株） 山梨県甲府市 下飯田４－３－３８

西松建設（株） 東京都港区 虎ノ門１－１７－１ 横浜営業所 神奈川県横浜市西区 北幸２－８－１９

西村造園 山梨県富士吉田市 中曽根１－９－１６

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区 神田美土代町１ 東京土木本店 東京都千代田区 神田美土代町１

石井建設（株） 山梨県上野原市 棡原６３

石井工業（株） 山梨県大月市 笹子町白野７５７ー１

石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区 丸の内１－６－５ 営業本部 東京都千代田区 丸の内１－６－５

石原設備工業 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津７３９８

石原電気商会 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津４０４７－２

石川調理機（株） 山梨県甲府市 太田町６－６

積水アクアシステム（株） 大阪府大阪市北区 大淀中１－１－３０ 東京事業所 東京都中央区 築地４－７－５

積水ハウス（株） 大阪府大阪市北区 大淀中１－１－８８ 山梨支店 山梨県甲府市 上石田３－６－３８

川上建設（株） 山梨県富士吉田市 中曽根１－４－２３

川村硝子店 山梨県富士吉田市 上吉田５５３０－４

川鉄産業（株） 山梨県甲州市 塩山上於曽１８９６

川田建設（株） 東京都北区 滝野川６－３－１ 東京支店 東京都北区 滝野川６－３－１

川田工業（株） 富山県南砺市 苗島４６１０ 東京本社 東京都北区 滝野川１－３－１１

前田建設工業（株） 東京都千代田区 富士見２－１０－２ 横浜営業所 神奈川県横浜市西区 北幸１－１１－１５　横浜STビル7階

前澤工業（株） 埼玉県川口市 仲町５－１１ 東京支店 東京都中央区 新川１－５－１７

綜合警備保障（株） 東京都港区 元赤坂１－６－６ 山梨支社 山梨県甲府市 太田町８－１

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区 西新宿６－２２－１ 甲府支店 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１０　東武穴水ビル７Ｆ

太陽計測（株） 東京都大田区 山王１－２－６

大栄設備（株） 山梨県甲府市 下飯田２－１１－１７

大新工業（株） 山梨県甲府市 太田町７－１

大成温調（株） 東京都品川区 大井１－４７－１ 山梨営業所 山梨県中央市 中楯１４６７－２０

大成機工（株） 大阪府大阪市 北区梅田１－１－３－２７００ 東京支店 東京都中央区 日本橋１－２－５栄太楼ビル７階

大成建設（株） 東京都新宿区 西新宿１－２５－１ 東京支店 東京都新宿区 西新宿６－８－１

大成設備（株） 東京都新宿区 西新宿２－６－１

大石電業社 山梨県南都留郡富士河口湖町 大石４

大面建設（株） 山梨県甲府市 塩部３－２－８

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区 農人橋２－１－３６ 山梨営業所 山梨県甲府市 国母８－２１－１



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

第一防災設備工業（株） 山梨県甲府市 新田町１０－１３

中央エレベーター工業（株） 東京都台東区 上野３－４－９

中央電気（株） 山梨県甲府市 下飯田２－７－１３

中楯電気（株） 山梨県甲府市 大里町６０－２

中川企画建設（株） 大阪府大阪市中央区 博労町４－２－１５ 東京支店 東京都港区 南青山１－１－１

中村創建（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津２２２３－４

中村土木石材 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津３７９８－４

中部ニチレキ工事（株） 愛知県名古屋市 港区南十一番町２－６ 静岡支店 静岡県富士市 厚原２２６６

長永スポーツ工業（株） 東京都世田谷区 岡本３－２３－２６

長谷川体育施設（株） 東京都世田谷区 太子堂１－４－２１ 関東支店 東京都世田谷区 太子堂１－４－２１

長田組土木（株） 山梨県甲府市 飯田４－１０－２７

鶴田電気（株） 山梨県甲府市 中央４－５－２３

鉄建建設（株） 東京都千代田区 神田三崎町２－５－３ 横浜支店 神奈川県横浜市 中区不老町２－９－２

田中電気（株） 東京都千代田区 外神田１－１５－１３

電気興業（株） 東京都千代田区 丸の内３－３－１ 中央営業部 東京都千代田区 丸の内３－３－１

渡辺建設（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 精進５１４－２５

渡辺工業（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 河口４５８

都築電気（株） 東京都港区 新橋６ー１９－１５

東亜グラウト工業（株） 東京都新宿区 四谷２－１０－３

東亜建設工業（株） 東京都新宿区 西新宿３－７－１ 横浜支店 神奈川県横浜市 中区太田町１－１５

東海エンジニアリング（株） 静岡県富士宮市 野中１２５０－２３

東海リース（株） 大阪府大阪市北区 天神橋２－北２－６ 横浜支店 神奈川県横浜市中区 弁天通４－５９

東京コンピュータサービス（株） 東京都文京区 本郷１－１８－６ 甲府支店 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１０　東部穴水ビル

東京電設サービス（株） 東京都台東区 東上野６－２－１ 山梨センター 山梨県甲府市 伊勢４－２４－２

東光電気工事（株） 東京都千代田区 西神田１－４－５

東綱橋梁（株） 栃木県下野市 下古山１４３

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区 堀川町７２－３４ 関東水・環境システム営業部 神奈川県川崎市幸区 堀川町７２－３４

東芝プラントシステム（株） 神奈川県川崎市幸区 堀川町７２－３４

東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市 東芝町１

東鉄工業（株） 東京都新宿区 信濃町３４

東日本通商（株） 山梨県甲府市 富竹４－４－１３

東日本電信電話（株） 東京都新宿区 西新宿３－１９－２ 東京事業部　山梨支店 山梨県甲府市 青沼１－１２－１３

東邦電気工業（株） 東京都渋谷区 恵比寿１－１９－２３

東洋建設（株） 東京都千代田区 神田神保町１－１０５ 関東支店 東京都千代田区 神田神保町１－１０５

東洋地研（株） 静岡県沼津市 岡一色５１１－１

内野建設（有） 山梨県南都留郡忍野村 内野４９１９

日経工業（株） 山梨県甲府市 青葉町１５－４

日勝スポーツ工業（株） 東京都世田谷区 三宿２－３６－９



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

日昇総合設備（株） 山梨県甲府市 徳行３－６－２３

日昇電気工業（株） 山梨県甲府市 緑が丘１－１－１１

日成ビルド工業（株） 石川県金沢市 金石北３－１６－１０ 甲府営業所 山梨県甲府市 徳行４－１４－２２　徳行Ｍビル２－Ａ

日星（株） 山梨県甲府市 酒折１－１－１１

日東金属（株） 山梨県甲府市 国玉町９１０－１

日東建設（株） 山梨県甲府市 朝日２－１３－４

日東工営（株） 東京都新宿区 西新宿７－７－３０ 本店事業部 東京都新宿区 西新宿７－７－３０

日比谷総合設備（株） 東京都港区 三田３－５－２７

日本エンヂニヤ（株） 愛知県長久手市 下川原１５－１

日本オーチス・エレベータ（株） 東京都文京区 本駒込２－２８－８ 東日本支社 東京都文京区 大塚２－９－３

日本ケーブル（株） 東京都千代田区 神田錦町２－１１ 本社営業部 東京都千代田区 神田錦町２－１１

日本コムシス（株） 東京都品川区 東五反田２－１７－１ 社会基盤事業本部 東京都品川区 東五反田２－１７－１

日本コムテック（株） 北海道札幌市 中央区南八条西１３ー３ー６０ 東京支店 東京都千代田区 内神田２ー１２ー１２

日本ファブテック（株） 茨城県取手市 下高井１０２０ 橋梁事業本部 茨城県取手市 下高井１０２０

日本フィールド・エンジニアリング（株） 東京都品川区 西五反田１－１４－８ 山梨支社 山梨県甲斐市 竜王新町３２１

日本フィールドシステム（株） 岡山県津山市 高尾５７３－１ 関東支店 東京都足立区 千住宮元町１３－１３

日本体育施設（株） 東京都中野区 東中野３－２０－１０ 東京支店 東京都中野区 東中野３－２０－１０

日本電気（株） 東京都港区 芝５－７－１ 甲府支店 山梨県甲府市 相生２－３－１６（三井住友海上甲府ビル）

日本電子サービス（株） 山梨県甲府市 東光寺３－１２－３４

日本電設工業（株） 東京都台東区 池之端１－２－２３ 山梨営業所 山梨県甲府市 丸の内２－３４－８

日本道路整美（株） 山梨県大月市 初狩町下初狩３３８８

日本無線（株） 東京都中野区 中野４－１０－１ 関東支社 東京都三鷹市 むれ６－２１－１１

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区 南港北１－７－８９ 東京本社 東京都品川区 南大井６－２６－３

忍開発興業（株） 山梨県南都留郡忍野村 忍草１０４３

柏和設備（株） 山梨県富士吉田市 下吉田６－２１－３０

飯田鉄工（株） 山梨県笛吹市 境川町石橋１３１４

飛島建設（株） 東京都港区 港南１－８－１５

美津濃（株） 大阪府大阪市住之江区 南港北１－１２－３５ 東京支店 東京都千代田区 神田小川町３－１－１６

富士ハウス工業（株） 山梨県富士吉田市 上吉田１－６－１８

富士ロードサービス（株） 静岡県富士市 依田橋３８８－１

富士環境管理（株） 山梨県富士吉田市 松山１４４５－１

富士観光開発（株） 山梨県南都留郡鳴沢村 字富士山８５４５－６

富士急建設（株） 山梨県富士吉田市 新西原５－２ー１

富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 神奈川県川崎市 幸区堀川町５８０

富士工業（株） 東京都板橋区 若木１－２６－１３

富士通（株） 東京都港区 東新橋１－５－２ 山梨支店 山梨県甲府市 丸の内１－１７－１０

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区 大宮町１－５ 官公庁ビジネス部 神奈川県川崎市幸区 大宮町１－５

富士電気興業（株） 東京都中央区 日本橋馬喰町１－６－３



【建設工事】富士河口湖町入札参加有資格者名簿（R3、R4) R4.4.1現在

事業者名称 住所1 住所2 支店・ 営業所等名称 住所1 住所2

富士冷暖（株） 山梨県甲府市 上石田３－１７－１３

富士冷熱（株） 山梨県富士吉田市 上吉田東３ー３ー４３

冨士五湖エンジニアリング（株） 山梨県富士吉田市 中曽根４－１０－２６

芙蓉建設（株） 山梨県富士吉田市 下吉田５－１５－２９

芙蓉実業（株） 山梨県富士吉田市 上吉田東３－１１－１４

武山工業（株） 山梨県甲府市 幸町２６－１２

風間興業（株） 山梨県笛吹市 八代町北１０４７－１

文化シヤッター（株） 東京都文京区 西片１－１７－３ 甲府営業所 山梨県甲府市 富士見１－４－３４

片浜土木工務店 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津６７８２

堀内電気（株） 山梨県都留市 上谷２－３－９

堀内土建（株） 山梨県南都留郡富士河口湖町 大石２８９

名工建設（株） 愛知県名古屋市中村区 名駅１－１－４　ＪＲセントラルタワーズ３４階 甲府支店 山梨県甲府市 南口町６－１５

明和工業（株） 山梨県甲府市 徳行４－９－１５

明和工業(株) 新潟県新潟市 西蒲区打越１３５－１ 長野営業所 長野県上伊那郡箕輪町 中箕輪１４８１－１

木内建設（株） 静岡県静岡市駿河区 国吉田１－７－３７

野沢ビニール興業（株） 山梨県山梨市 上神内川５６

矢崎興業（株） 山梨県笛吹市 八代町北１９９１

矢田工業（株） 福島県郡山市 西田町鬼生田字阿広木１

理水化学（株） 大阪府大阪市北区 南森町１－４－１０ 東京支店 東京都中央区 新川１－２２－４

鈴健興業（株） 山梨県笛吹市 御坂町下黒駒１６０２－８

齋藤建設（株） 山梨県甲府市 青沼２－１１－２２

昱（株） 東京都中央区 東日本橋３－３－１１ 東京支店 東京都中央区 東日本橋３－４－１４　オザワビル４階


