令和３年度入札参加資格者名簿（建設工事）
商号または名称

所在地

1 ㈱マルヤマ

彦根市海瀬町867-8

2 ㈲三栄工業

東近江市中一色町716-1

3 角間設備（有）

東近江市小八木町779

4 金利水電㈱

愛知郡愛荘町安孫子710番地

5 ㈲山内組

東近江市東沖野5丁目4-4

6 ㈱ 安田組

愛知郡愛荘町愛知川796番地７

7 岐建㈱

岐阜県大垣市西崎町2-46

8 (株)吉工

長浜市榎木町2011番地

9 (株)加藤組

東近江市川合町598番地2

10 ㈲マルキョウ建設

彦根市高宮町1496-11

11 近江道路土木㈱

甲賀市信楽町勅旨1993番地

12 近畿地水㈱

東近江市上岸本町1180番地

13 ㈱雅コーポレーション

彦根市森堂町15-4

14 ㈱川端電設

愛知郡愛荘町東円堂2546番地3

15 ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱

岐阜県大垣市神田町二丁目55番地

16 ㈲豊和建設

彦根市南川瀬町333番地

17 ㈲一心建設

彦根市高宮町2166番地

18 ㈱湖東工業所

愛知郡愛荘町安孫子249番地

19 ㈱山徳建設

愛知郡愛荘町常安寺784番地

20 谷庄建設㈱

彦根市古沢町494番地

21 ㈲山本設備工業

愛知郡愛荘町安孫子240番地

22 多喜建設

愛知郡愛荘町愛知川668番地13

23 ㈱山崎土木

犬上郡多賀町川相501

24 奥村建設㈱

東近江市妹町588－2１

25 ㈱池田組

東近江市平松町863番地

26 オリエンタル白石㈱

東京都江東区豊洲五丁目6番52号

27 彦根鑿泉㈱

彦根市森堂町147番地

28 ㈱テクノミツボシ

甲賀市水口町本丸3番45号

29 ㈱ヤマタケ創建

蒲生郡竜王町大字山之上3276番地

30 太陽技建㈱

長浜市山階町455-32

31 前澤工業㈱

埼玉県川口市仲町5番11号

32 川重㈱

東近江市上山町907番地

33 ㈲ニシカワ

東近江市鯰江町145番地7

34 彦根道路㈱

彦根市極楽寺町141
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35 那須緑地㈱

彦根市平田町421

36 竹山建設㈱

愛知郡愛荘町東円堂1117番地5

37 ㈱桑原組

高島市安曇川町西万木926番地

38 （株）ウメテツ建設

近江八幡市十王町348番地の2

39 京都建物辻正(株)

甲賀市甲賀町相模141番地の1

40 中日本産業㈱

岐阜市薮田南五丁目13番4号

41 杉橋建設㈱

高島市今津町今津1756番地1

42 八田建設(株)

高島市勝野202番地3

43 高島鉱建㈱

高島市今津町下弘部258番地

44 ㈲山本設備工業

高槻市牧田町19-7

45 ㈱山協

草津市草津町1458番地1

46 明和工業（株）

新潟県新潟市西蒲区打越135番地1

47 ㈱竹中土木

東京都江東区新砂1-1-1

48 浅原工業㈱

近江八幡市東川町149番地

49 ㈱熊谷組

東京都新宿区津久戸町2番1号

50 クボタ機工㈱

枚方市中宮大池1丁目1番1号

51 奥山防災㈱

彦根市平田町185番地

52 サイテック㈱

東近江市沖野一丁目1-37

53 ㈱斉藤ポンプ工業

東近江市沖野1丁目1番37号

54 ㈱錢高組

大阪市西区西本町2丁目2番4号

55 ㈱ナカテック

大津市におの浜3丁目4-40

56 森秀電設㈱

彦根市葛籠町2番地

57 （有）ウェル

彦根市葛籠町2番地

58 島津システムソリューションズ(株)

京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地

59 ㈱吉野組

野洲市八夫646番地2

60 西菱電機株式会社

兵庫県伊丹市藤ノ木３丁目５番33号

61 NECネッツエスアイ(株)

東京都文京区後楽2丁目6-1

62 佐野塗装㈱

静岡市駿河区中田1丁目1番20号

63 ㈱沢井建設

蒲生郡竜王町綾戸539番地

64 ㈱中島電業所

草津市川原町132番地の4

65 真柄建設㈱

石川県金沢市彦三町1丁目13番43号

66 滋賀工業㈱

長浜市大辰巳町33番地

67 共和化工(株)

東京都品川区西五反田7丁目25番19号

68 株式会社エフォート

彦根市原町194番地

69 西澤工業(株)

滋賀県東近江市上大森町1122
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70 ㈱笹川組

大津市打出浜13番15号

71 ㈱日建

守山市立入町475番地2

72 森松工業㈱

岐阜県本巣市見延1430-8

73 ㈱前澤エンジニアリングサービス
パナソニックシステムソリューションズ
74 ジャパン(株)

埼玉県川口市仲町5番11号

75 大和リース㈱

大阪市中央区農人橋2丁目1番36号

76 大橋電設㈱

近江八幡市東横関町249-2

77 （株）吉岡組

愛知郡愛荘町香之庄1319-1

78 ㈱田附工務店

彦根市高宮町1344番地2

79 川瀬産商㈱

長浜市勝町113番地1

80 山中電工(株)

大津市中庄一丁目17番39号

81 マルイチエンジニアリング(株)

守山市下之郷2丁目5-18

82 ㈱大林組

東京都港区港南二丁目15番2号

83 戸田建設㈱

東京都中央区八丁堀二丁目8番5号

84 ㈱水研設備

東近江市山路町792-5

85 テラル㈱

広島県福山市御幸町森脇230番地

86 ㈱スギモト

大津市今堅田二丁目13番28号

87 理水化学㈱

大阪市北区南森町1丁目4番10号

88 ㈱ウォーターテック

東京都港区芝浦3丁目16番1号

89 ㈱ピーエス三菱

東京都中央区晴海2-5-24

90 奥儀建設㈱

東近江市岡田町81-1

91 竹秀建設㈱

愛知郡愛荘町石橋43番地5

92 土田建材(株)

東近江市五個荘小幡町68番地30

93 ノダック㈱

埼玉県さいたま市南区文蔵３丁目２８番６号

94 住宅設備ノノムラ

愛知郡愛荘町南野々目116番地の1

95 ㈱清水鐵工所

彦根市安清町4-16

96 (株)古澤建設

東近江市宮井町226-4

97 (株)日新設備

大津市大谷町１９番１２号

98 (株)クスケン

蒲生郡竜王町薬師1173－13

99 ㈱フジサワ建設

甲賀市水口町水口1590番地1

東京都中央区銀座八丁目21番1号

100 ㈱日吉

近江八幡市北之庄町908番地

101 ㈱滋賀商事

長浜市新旭町151番地

102 太信建設㈱

東近江市沖野三丁目191番地2

103 メタウォーター㈱

東京都千代田区神田須田町一丁目25番地

104 北栄建設㈱

新潟市中央区美咲町1丁目23番51号
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105 エスエヌ環境テクノロジー㈱

大阪市此花区西九条5丁目3番28号

106 ㈱トーケミ

大阪市淀川区田川北1丁目12番11号

107 ㈱ノセヨ

彦根市地蔵町112番地1

108 丸山建設㈱

彦根市三津町371-5

109 ㈱イトウ工業

彦根市宇尾町894-4

110 丸橋建設㈱

彦根市高宮町137-1

111 ㈱ヨロキ・テクノス

彦根市大藪町715番地13

112 ㈱栄工業所

東近江市東沖野4丁目9番1号

113 杉本工業(株)

彦根市極楽寺町166番地5

114 ㈱橋本建設

彦根市野口町283-1

115 飛島建設㈱

東京都港区港南１丁目８番１５号

116 東亜道路工業株式会社

東京都港区六本木七丁目3番7号

117 アマナエレン㈱

大津市皇子が丘二丁目6-13

118 新明和工業㈱

兵庫県宝塚市新明和町1－1

119 ア・ア・ン コーポレーション㈱

湖南市朝国260番地

120 太陽舗道㈱

近江八幡市馬淵町字釜田451番地

121 川一電機㈱

長浜市口分田町74-3

122 松山産業(株)

甲賀市土山町北土山1700番地

123 （株）成功産業

彦根市野田山町833番地2

124 ナゴヤプラント㈱

名古屋市東区葵三丁目25番1号

125 西村工務店

愛知郡愛荘町島川1261番地

126 鎌長製衡㈱

香川県高松市牟礼2246番地

127 ㈱材光工務店

長浜市八幡東町428-1

128 大宝柊木㈱

甲賀市土山町大野2637番地

129 ㈱奥田工務店

蒲生郡日野町松尾5丁目1番地

130 たいよう工営㈱

東近江市札の辻一丁目2番3号

131 丸杉建設㈱

甲賀市水口町新城625番地100

132 三協工業（株）

東京都品川区西五反田7-20-11

133 株式会社 安川電機

北九州市八幡西区黒崎城石2-1

134 坂井水道工業㈱

東近江市東沖野三丁目9番4号

135 (有)小川建設

愛知郡愛荘町常安寺724-2

136 青野スポーツ施設㈱

大阪府守口市文園町5-19

137 ㈱岩城

岐阜県可児市柿下2番地の1

138 シンク・エンジニアリング㈱

東京都目黒区自由が丘3-16-15

139 ㈱七福建設

彦根市野田山町833番地1
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140 (株)明電エンジニアリング

東京都品川区大崎三丁目7番9号

141 小林建設

彦根市小泉町260-6

142 （株）司機工

長浜市八島町1541番地1

143 (株)スペック

大津市中央1丁目6-11

144 アークス㈱

米原市堂谷1257番地

145 ケイエンジニアリング(株)

大津市大萱六丁目5番12号

146 （株）ゆたか設備

近江八幡市安土町上豊浦918－4

147 ㈱滋賀ポンプ

長浜市下之郷町709番地

148 ㈱北中工業

野洲市小篠原2097番地3

149 ㈱堤建設

彦根市高宮町1038

150 関西設備工業㈱

大津市におの浜三丁目1番51号

151 ㈱ＡＵＣ

東近江市今在家町602番地1

152 ㈱ライトパス

東近江市垣見町1008番地

153 富士通Ｊａｐａｎ(株)

東京都港区港南二丁目15番3号

154 三井住友建設㈱

東京都中央区佃二丁目1番6号

155 栗原工業㈱

大阪市北区南森町1丁目4番24号

156 名三工業㈱

愛知県名古屋市千種区内山1-23-7

157 水穂工業㈱

奈良県橿原市曽我町729-4

158 ㈱山西サク井設備

大阪府東大阪市中新開1-5-25

159 ㈱日研

東近江市昭和町3番36号

160 ㈱ニシデン

東近江市沖野三丁目8番31号

161 ㈱小澤産業

東近江市上平木町1520番地

162 ㈱大兼工務店

東近江市佐生町150番地

163 ㈲植田設備

東近江市愛東外町581-2

164 西武建設㈱

埼玉県所沢市くすのき台1-11-1

165 愛知電機工業㈱

愛知郡愛荘町愛知川1262

166 愛知時計電機㈱

名古屋市熱田区千年一丁目2番70号

167 滋賀コンクリートエンジニアリング㈱

彦根市八坂町1349番地

168 ㈱長岡建設

東近江市五個荘竜田町707-2

169 ㈱秋村組

近江八幡市出町170番地

170 オオサワ㈱

米原市間田395

171 滋賀電業㈱

長浜市分木町6-15

172 大崎設備工業㈱

守山市下之郷二丁目5番8号

173 山甚建設㈱

彦根市高宮町2935

174 たちばな建設㈱

長浜市山階町353番地の8
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175 (株)澤村

高島市勝野1108-3

176 佐山水道工業㈱

草津市草津町1457番地

177 辻寅建設㈱

甲賀市水口町本綾野2番16号

178 一圓テクノス㈱

彦根市小泉町78番地の10

179 ㈱川崎技研

福岡市南区向野1-22-11

180 桐田機工㈱

京都市山科区大宅御供田町193-4

181 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 大阪市北区鶴野町1番9号
182 横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱

東京都武蔵野市中町2丁目9番32号

183 日本メンテナスエンジニヤリング(株)

大阪市北区同心一丁目7番14号

184 大鉄工業株式会社
185 株式会社フソウ

大阪市淀川区中島三丁目9番15号
香川県高松市郷東町792番地8
（登記上：東京都中央区日本橋室町2-3-1）

186 大豊建設株式会社

東京都中央区新川一丁目24番4号

187 ㈱鴻池組

大阪市中央区北久宝寺町三丁目6番1号

188 日立造船㈱

大阪市住之江区南港北1-7-89

189 ㈱森川鑿泉工業所

大阪府摂津市千里丘1丁目6番17号

190 新日本工業(株)

愛知県名古屋市昭和区吹上町二丁目1番地5

191 ㈱岡山建設

蒲生郡竜王町大字山之上5205番地

192 (株)ムラカミ

彦根市大薮町2425番地

193 福井電気工業㈱

近江八幡市北ノ庄町919-3

194 株式会社オオミ建設

滋賀県彦根市野口町283番地2

195 ㈲サンキ技建

彦根市大薮町2425番地

196 大道鋼業

彦根市小泉町620番地17

197 西村建設(株)

湖南市中央三丁目12番地

198 ㈱伊藤組

彦根市小泉町78番地の21

199 機動建設工業㈱

大阪市福島区福島4丁目6番31号

200 （株）水機テクノス

東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号

201 （有）竜王興産

滋賀県草津市矢橋町649番地の11

202 日本エンヂニヤ㈱

愛知県長久手市下川原15番地1

203 ㈱昭建

大津市浜大津2-5-9

204 たち建設(株)

栗東市六地蔵1103番地2

205 村本建設(株)

奈良県北葛城郡広陵町大字平尾11-1

206 ㈱ライフテックミツダ

東近江市今堀町621-1

207 ㈱安藤・間

東京都港区赤坂六丁目1番20号

208 協和テクノロジィズ(株)

大阪市北区中崎1丁目2番23号

209 ㈱長村組

京都市中京区西ノ京中保町64
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210 双葉建設㈱

甲賀市甲南町池田3446番地3

211 滋賀基礎工業㈱

愛知郡愛荘町栗田7番地1

212 村防工業㈱

東近江市上平木町1850番地1

213 (株)ココモ

彦根市大堀町434番地3

214 マルヤ工業㈱

愛知郡愛荘町長野826-1

215 ㈱淡海建設

東近江市中岸本町691番地2

216 喜多嘉和（株）

彦根市古沢町685

217 ㈱丸屋建設

栗東市辻474番地2

218 (株)五木建設

彦根市開出今町1488-3

219 大晶電気(株)

滋賀県甲賀市水口町杣中117番

220 ㈱三東工業社

甲賀市信楽町江田610

221 株式会社清水合金製作所

彦根市東沼波町928番地

222 ㈱ケイテック

大津市晴嵐一丁目3番15号

223 ㈱BKC

守山市洲本町2400番地2

224 八起建設工業㈱

彦根市高宮町3097-8

225 りんかい日産建設㈱

東京都港区芝二丁目3番8号

226 ㈱きんでん

大阪市北区本庄東2丁目3番41号

227 ㈱安部日鋼工業

岐阜市六条大溝3-13-3

228 (株)九電工

福岡市南区那の川1丁目23-35

229 水道機工㈱

東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号

230 千代田工業(株)

愛知県津島市蛭間町字桝田323番地

231 沖電気工業㈱

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

232 株式会社ほくつう

石川県金沢市問屋町1丁目65番地

233 ダイダン㈱

大阪市西区江戸堀1丁目9番25号

234 西日本電信電話㈱
235 (株)フジタ

大阪市中央区馬場町3番15号
東京都世田谷区千駄ヶ谷4丁目25-2
（登記上の本店：新宿区西新宿四丁目32番22号）

236 ㈱第一テクノ

東京都品川区南大井6丁目13番10号

237 日本電気㈱

東京都港区芝五丁目7番1号

238 綜合警備保障㈱

東京都港区元赤坂一丁目6番6号

239 ㈱オプテージ

大阪市中央区城見2丁目1番5号

240 ㈱びわ建設

守山市洲本町2400番地2

241 ㈲小森設備工業

長浜市高月町柏原1357-1

242 アイテック㈱
243 関西日立(株)

大阪市北区梅田三丁目3番10号
大阪市西区土佐堀1丁目3番7号 肥後橋シミズビル4
階

244 コスモ工機㈱

東京都港区西新橋3-9-5

令和３年度入札参加資格者名簿（建設工事）

245 (株)栗本鐵工所

大阪市西区北堀江1丁目12番19号

