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220203 小川　俊一 宮城県 建築・建設業 鹿島建設㈱東北支店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-6 022-217-2458 tosikazu@kajima.com

220213 寺澤　克政 群馬県 解体工事業 ㈱寺澤 372-0844 群馬県伊勢崎市羽黒町12-12 0270-31-3939 k.terasawa@outlook.jp

220639 榎　芳裕 埼玉県 建築・建設業 ミサワホームＭＪ株式会社 168-8533 東京都杉並区高井戸東2-4-5 03-3247-8300

220226 鈴木　亮 埼玉県 建築・建設業 石川建設㈱ 331-0814 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-513 セブンビル5F 048-653-1538 r-suzuki@ishikawa-inc.co.jp

220216 髙橋　陽太 埼玉県 解体工事業 351-0104 埼玉県和光市南2-1-13南大和団地202 090-7836-9844 takahashi.kogyo0612@gmail.com

220634 白　政訓 埼玉県
建築・建設業

解体工事業
有限会社ＭＫサービス 352-0005 埼玉県新座市中野1-1-3　 048-485-8854 mks8224@mkservice.co.jp

220801 韓　辰洙 埼玉県
建築・建設業

解体工事業
有限会社ＭＫサービス 354-0043 埼玉県新座市中野1-1-3 048-485-8854 mks8224@mkservice.co.jp

220802 蔣　如峻 埼玉県
建築・建設業

解体工事業
有限会社ＭＫサービス 354-0043 埼玉県新座市中野1-1-3 048-485-8854 mks8224@mkservice.co.jp

220206 阿部　光司 千葉県 解体工事業 ㈱ファクト 273-0128 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山5-6-8 047-442-4455 abe@kk-fact.co.jp

220209 石橋　伸 東京都 建築・建設業 石橋 101-0031 東京都千代田区東神田2-9-19-806 070-4147-4231 allwork1484@outlook.jp

220236 今井　雄 東京都 建築・建設業 ㈱ＢＥＳＰＯＫＥ　代表 今井 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町3-10-306 090-4739-0908 info@bespoke-inc.com

220649 仲原　震 東京都 築炉業 高砂炉材工業株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町3-2-13 03-3270-6701 nakahara@takasago-rozai.co.jp

221220 加藤　逸人 東京都
分析業

解体工事業

東北緑化環境保全株式会社

東京統括支社
103-0024 東京都中央区日本橋小舟町13-3 03-5614-0515 kato-h@tohoku-aep.co.jp

220609 北村　宣正 東京都 グローバル・ファシリティーズ株式会社 104-0028 東京都中央区八重洲2-10-10 新八重洲ﾋﾞﾙ 03-6262-2944 n.kitamura@global-fc.jp

220851 森野　航平 東京都
建築・建設業

コンサル 工事業
テナワン株式会社 106-0031 東京都港区西麻布2-13-12 早野ビル7階 03-6434-1386 info@tenawan.jp

221208 石田　竜一 東京都 不動産業 テナワン株式会社 106-0031 東京都港区西麻布2-13-12 早野ビル7階 03-6434-1386 info@tenawan.jp

221205 鈴木　大輔 東京都
建築・建設業

不動産業
株式会社ベルホーム 107-0062 東京都港区南青山2-27-20 03-3401-0350 aoyama@bellhome.co.jp

220607 細谷　直広 東京都 建築設計・監理 株式会社ユニバァサル設計 108-0075 東京都港区港南2-12-23明産高浜ビル3F 03-6712-3349 hosoya@ud-jp.com

220651 金子　昭宏 東京都 建築・建設業 寿永商事株式会社 116-0013 東京都荒川区西日暮里1-5-2 03-3802-2587 kaneko@hasebe.com

220843 島脇　光輝 東京都 建築・建設業 栗駒電気工事株式会社 121-0816 東京都足立区梅島1-25-6 03-5681-0031

221214 長野　敦雄 東京都 建築・建設業 栗駒電気工事株式会社 121-0816 東京都足立区梅島1-25-6 03-5681-0031 honsha@kurikoma-denki.co.jp
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220211 渡邉　康夫 東京都 設備 産栄空調㈱ 123-0865 東京都足立区新田2-4-21 03-3912-9406 watanabe@sanei9cho.jp

220803 多澤　信城 東京都 建築・建設業 エコアティア株式会社 133-0057 東京都江戸川区西小岩1-20-8 丸昌西ﾋﾞﾙ3C 03-6806-9080 info@ecoatia.co.jp

220648 佐藤　剛 東京都 建築・建設業 ウスクラ建設株式会社 135-0002 東京都江東区住吉1-13-12 03-3634-4536 satoh@usukura-kensetsu.co.jp

220220 長谷川　由一 東京都 建築・建設業 東京ガスライフバルE-Do㈱ 135-0003 東京都江東区猿江2-4-2 03-5638-7220 e-do-hasegawa@tg-lifeval.com

220839 永嶌　清仁 東京都 内装業 株式会社 ダイメイ 141-0031 東京都品川区西五反田1-25-1 KANOビル２F 03-5436-3188 k.nagashima@DaimeiLtd.com

220814 大矢　堪誉 東京都 建築・建設業 ヤマト工業 株式会社 143-0027 東京都大田区中馬込3-24-4 03-3777-3905 h-ohya@yamato-kogyo.co.jp

220836 藤田　剛 東京都 地方公共団体 大田区役所 環境清掃部 環境対策課 144-8621 東京都大田区蒲田５-13－14 8階 03-5744-1369 kankyou@city.ota.tokyo.jp

220638 吉川　敏 東京都 工事業 穴沢汽缶工業株式会社 153-0061 東京都目黒区中目黒5-28-13パルシンコー1階 03-3793-0535 yoshikawa.ak@ca.wakwak.com

220807 島田　憲吾 東京都
建築・建設業

解体工事業
株式会社ものつくり 167-0051 東京都杉並区荻窪4-33-2 タナベビル306号 03-5335-9553 shimada@monotsukuri.ltd

220829 大川　和英 東京都 建築・建設業 ミサワホームMJ株式会社 168-8533 東京都杉並区高井戸東2-4-5 03-3247-2060

220603 立石　忠明 東京都 建築・建設業 日東カストディアル・サービス株式会社 173-0026 東京都板橋区中丸町14-1 北池袋ﾋﾞﾙ 03-3972-0114 t-tateishi@nitto-cs.co.jp

220202 高橋　裕樹 東京都 建築・建設業 175-0092 東京都板橋区赤塚4-2-3
03-3930-6703

0903-001-6603
hiroki.77x101byz@docomo.ne.jp

220833 脇田　奉実 東京都 解体工事業 株式会社アイイークリニック 176-0004 東京都練馬区小竹町1-49-12 エコービル201 03-3958-3185 wakita@iec-li.co.jp

221206 織田　洋 東京都 解体工事業 株式会社アイイークリニック 176-0004 東京都練馬区小竹町1-49-12エコービル201 03-3958-3185 oda@iec-li.co.jp

220615 宮鍋　竜也 東京都
解体工事業

廃棄物処理業
株式会社アイイークリニック 176-0004 東京都練馬区小竹町1-49-12エコービル201 03-3958-3185 miyanabe@iec-li.co.jp

220616 鈴木　茂 東京都 建設業 株式会社アイイークリニック 176-0005 東京都練馬区小竹町1-49-12 03-3958-3185 suzuki@iec-li.co.jp

220655 廣田　哲也 東京都 建築・建設業 株式会社 空間工房 181-0004 東京都三鷹市新川2-9-3 0422-26-6005 info@kuukan-koubou.com

220201 髙橋　勉 東京都 解体工事業 ㈱一祥 184-0002 東京都小金井市東町4-308ビス101 042-316-7512

220214 岡島　好宏 東京都
保守

メンテナンス事業
ＴＭＥＳ㈱ 191-8511

東京都日野市さくら町1

コニカミノルタ東京サイト日野
042-583-2910 yoshihiro_okajima@tte-net.com

220241 町田　大五 東京都 石綿除去業者 町田　大五 193-0811 東京都八王子市上壱分方町162-1 090-1699-2884 digoooo727@gmail.com

220205 山崎　誠治 東京都 建築・建設業 ㈱オオサキ
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220630 西ノ原　斉昌 東京都 管工事業 株式会社西原設備

220633 田中　章博 東京都 工事業 有限会社田中水道工業所

220831 大峽　優子 東京都 建築・建設業 ミサワホームMJ株式会社 03-3247-8300

220840 髙尾　潤紀 東京都 建築・建設業

220806 藤枝　可軌 東京都 建築・建設業 株式会社藤枝工務店

220853 牧野　智恒 東京都 施設管理

220850 南　建太 神奈川県
建築・建設業

工事業 不動産業
株式会社アイコネクト 210-0808 神奈川県川崎市川崎区旭町1-19-5 Forest 1 044-201-8678 minami@i-cnt.co.jp

220229 名和　靖晃 神奈川県 建築・建設業 ㈱トライアングル 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1807-1 045-545-2255 nawa@tri-angle.jp

220230 毛利　学 神奈川県 建築・建設業 ㈱トライアングル 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1807-1 045-545-2255 mouri@tri-angle.jp

220845 中島　靖浩 神奈川県 建築・建設業 有限会社ビッグバン 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17-403 045-504-2388

220846 中島　靖之助 神奈川県 建築・建設業 有限会社ビッグバン 230-0052 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17-403 045-504-2388 bigban-s@xqh.biglobe.ne.jp

220825 篠田　圭一 神奈川県 工事業 NXエネルギー関東株式会社 横浜支店 252-1108 神奈川県綾瀬市深谷上8-17-27 0467-76-0351

220237 須藤　芳則 神奈川県 工事業 ㈱ハンディマンサービス 254-0012 神奈川県平塚市大神2108-1 0463-53-0707 sudo@hlcare.net

220228 石井　景 神奈川県 建築・建設業

220641 大庭　昌浩 神奈川県 建築・建設業 リコークリエイティブサービス株式会社 243-0298 神奈川県厚木市下荻野1005 050-3817-4586 masahiro.oda@jp.ricoh.com

岐阜221205 栗田　浩敏 岐阜県 建築・建設業 栃井建設工業(株) 501-0105 岐阜県岐阜市河渡3－138 058-252-0022 kurita@totii.co.jp

岐阜221206 村瀬　正也 岐阜県 建築・建設業 栃井建設工業(株) 501-0105 岐阜県岐阜市河渡3－138 058-252-0022 murase@totii.co.jp

岐阜221207 大橋　卓治 岐阜県 建築・建設業 栃井建設工業(株) 501-0105 岐阜県岐阜市河渡3－138 058-252-0022 oohashi@totii.co.jp

和歌山221202 西本　圭吾 和歌山県
建築・建設業

解体工事業
株式会社　タイコウ建設 649-6202 和歌山県岩出市根来２２７４番地の４８ 0736－67－7515 k.taikou.ｋ＠gmail.com

220240 後藤　剛志 岡山県 建築・建設業 i creation㈱ 714-0098 岡山県笠岡市十一番町10-2 080-5752-6610 imajuu01@mx1.kcv.ne.jp

220239 畑中　和樹 岡山県 建築・建設業 i creation㈱ 714-0098 岡山県笠岡市十一番町10-2 0865-69-1777 imajuu08@mx1.kcv.ne.jp
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220212 越智　一貴 愛媛県 建築・建設業 大工の越智 799-1514 愛媛県今治市町谷甲117-1 0898-48-6862 ochi.ka@d4.dion.ne.jp

愛媛221206 正木 一成 愛媛県 工事業 三原産業株式会社 798-0020 愛媛県宇和島市高串字中窪２ 0895-22-7223 masaki@e-mihara.info

熊本221203 塚本　祐士 熊本県 建築・建設業 ㈱エーコープ熊本 860-0085 熊本県熊本市北区高平2丁目25-57 096-344-6340 tsukamoto@acoopkumamoto.co.jp

熊本221204 緒方　陽介 熊本県 建築・建設業 ㈱エーコープ熊本 860-0085 熊本県熊本市北区高平2丁目25-57 096-344-6340 ogata@acoopkumamoto.co.jp

熊本221210 律野　貴大 熊本県 建築・建設業 株式会社グレロホーム 861-1115 熊本県合志市豊岡2000-2140 096-201-3109 ritsuno.gh@gmail.com

熊本221208 宮崎　雄貴 熊本県 解体工事業 株式会社大登技建 861-1115 熊本県合志市豊岡2527-61 096-277-7755

熊本221205 本田　祐己 熊本県 工事業 電気プラザほんだ 861-4131 熊本県熊本市南区薄場町21 096-357-2461

熊本221206 東　真功 熊本県 工事業 電気プラザほんだ 861-4131 熊本県熊本市南区薄場町21 096-357-2461 dp-honda@watch.ocn.ne.jp

熊本221201 坂本　達紀 熊本県
建築・建設業

解体工事業
株式会社宇佐美・工業 861-8043 熊本県熊本市東区戸島西一丁目5-35　JKビル2F 096-368-4700 sakamoto@usami-k.com

熊本221209 田村　聡基 熊本県
建築・建設業

工事業
㈱エムビーエス熊本支店 862-0941 熊本県熊本市中央区出水1-5-44M・S水前寺2F 090-6439-2377 s-tamura@homemakeup.co.jp

熊本221211 橋本　耕介 熊本県 建築・建設業 （資）橋本建設 866-0884 熊本県八代市松崎町75番地 0965-32-2549 kenko75_hashimoto310@yahoo.co.jp

熊本221202 宮﨑　和也 熊本県 建築・建設業 ㈱宮﨑工務店 869-4403 熊本県八代市泉町下岳57 0965-67-2336

熊本221212 宮下　淳一 鹿児島県 建築・建設業 ㈱九電工 890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町1-1 099-256-2161 miya-jun@kyudenko.co.jp

220808 篠崎　清史 建築・建設業 田中土建工業株式会社 03-3353-2131

220637 久保田　保
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