
　・工事名：特許庁総合庁舎改修（１６）機械設備工事

　・工期：平成２８年１１月１７日～令和２年２月２８日

　・工事内容：内装改修に伴う機械設備改修

企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

元請会社 13
ダイダン㈱ 現場代理人、監理技術者 細田　修司 ほそだ　しゅうじ
ダイダン㈱ 現場担当者 緑川　文男 みどりかわ　ふみお
ダイダン㈱ 現場担当者 大河内　弘人 おおこうち　ひろと
ダイダン㈱ 現場担当者 長洲　英弘 ながす　ひでひろ
ダイダン㈱ 現場担当者 𠮷村　崇 よしむら　たかし
ダイダン㈱ 現場担当者 山﨑　靖之 やまざき　やすゆき
ダイダン㈱ 現場担当者 山本　颯人 やまもと　はやと
ダイダン㈱ 現場担当者 永田　健太 ながた　けんた
新日本空調㈱ 現場担当者 白川　宏明 しらかわ　ひろあき
新日本空調㈱ 現場担当者 黒川　一男 くろかわ　かずお
新日本空調㈱ 現場担当者 飯田　啓太 いいだ　けいた
新日本空調㈱ 現場担当者 大月　亮汰 おおつき　りょうた
㈱三晃空調 現場担当者 阿部　泰士 あべ　たいじ

配管・保温・撤去・搬入・雑工事 71
ボイスインターナショナル㈱ １次 主任技術者 吉安　健 よしやす　けん

職長 高橋　伸安 たかはし　のぶやす
有本　博 ありもと　ひろし

有本　裕典 ありもと　ゆうすけ
石井　孝一 いしい　こういち
植中　剛敏 うえなか　たけとし
喜島　博文 きじま　ひろふみ
工藤　優 くどう　ゆう

栗栖　祐介 くりす　ゆうすけ
輿石　剛志 こいし　つよし
沢居　利章 さわい　としあき
三本松　望 さんぼんまつ　のぞむ
白石　真介 しらいし　しんすけ
鈴木　牧人 すずき　まきと
田口　望 たぐち　のぞむ

田中　雅之 たなか　まさゆき
土橋　直人 つちはし　なおと
出村　剛 でむら　たけし

職長 戸田　裕二 とだ　ゆうじ
中村　和馬 なかむら　かずま
萩山　白樹 はぎやま　しろき
橋本　至朗 はしもと　しろう
原　三千雄 はら　みちお
深澤　康伸 ふかざわ　やすのぶ

職長 福富　大介 ふくとみ　だいすけ
松島　利晴 まつしま　としはる
銘苅　永利 めかる　えいり
毛利　剛志 もうり　つよし

(有)斉藤機工 2次 主任技術者・職長 森　隆之 もり　たかゆき
石原　幸夫 いしはら　ゆきお
江澤　海 えざわ　かい
遠藤　浩 えんどう　ひろし

小川　拓也 おがわ　たくや
齋藤　広明 さいとう　ひろあき
田島　健一 たじま　けんいち
田邊　優音 たなべ　ゆうと
西野　淳良 にしの　あつよし
福田　良平 ふくだ　りょうへい

三田村　栄人 みたむら　しげと
八木　進 やぎ　すすむ

遊長　大輔 ゆうちょう　だいすけ
吉田　雄太 よしだ　ゆうた

株式会社樋口架設 2次 職長 樋口　崇 ひぐち　たかし
加藤　大輔 かとう　だいすけ

古川保温工業 2次 職長 古川　康二 ふるかわ　こうじ
五十嵐工業 2次 職長 五十嵐　忠博 いがらし　ただひろ

五十嵐　直哉 いがらし　なおや
(有)山川工業 2次 主任技術者・職長 山川　真一 いがらし　しんいち

田中　雅記 たなか　まさき
藤代　祐介 ふじしろ　ゆうすけ
道谷　照美 みちや　てるみ

○令和２年度　国土交通省　優良工事　官庁営繕部長表彰　受賞工事　施工者名簿



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

㈱遠藤工業 2次 職長 遠藤　剛 えんどう　たけし
吉田　俊一 よしだ　しゅんいち

藤田修 2次 職長 藤田　修 ふじた　おさむ
小林勇太 2次 職長 小林　勇太 こばやし　ゆうた
江刺家もも 2次 職長 江刺家　もも えざし　もも
㈱Ｍ－ｓｔｙｌｅ 2次 主任技術者・職長 古宿　正弘 ふるやど　まさひろ

伊藤　昴 いとう　あきら
高松　克有 たかまつ　かつくに
古宿　正雄 ふるやど　まさお

菅野武範 3次 職長 菅野　武範 かんの　たけのり
高橋正幸 3次 職長 高橋　正幸 たかはし　まさゆき
㈱鳶裕工業 3次 主任技術者・職長 芳林　裕太 よしばやし　ゆうた

佐賀　寿 さが　ひさし
佐合　海 さごう　かい

佐藤　壮之介 さとう　そうのすけ
仁木　幸哉 にき　ゆきや

小菅直紀 3次 職長 小菅　直紀 こすげ　なおき
辺見和之 3次 職長 辺見　和之 へんみ　かずゆき
八重尾卓 3次 職長 八重尾　卓 やえお　たく　
井上高功 3次 職長 井上　高功 いのうえ　たかのり

ダクト工事 30
㈱新富士空調 1次 主任技術者・職長 高橋　健治 たかはし　けんじ

五十幡　智也 いそばた　ともや
金子　旭 かねこ　あきら

権田　直輝 ごんだ　なおき
玉手　杜拓 たまて　もりひろ
松崎　良依 まつざき　らい

㈱大場工業 １次 主任技術者・職長 阿部　孝市 あべ　こういち
ソナム　テンジン そなむ　てんじん

高橋　明 たかはし　あきら
(有)サンコーシステム 2次 主任技術者・職長 時田　秀規 ときた　ひでき

上野　高志 うえの　たかし
岡田　一比古 おかだ　かずひこ
岡田　優輝 おかだ　ゆうき
木戸　洋一 きど　よういち
峯尾　夏代 みねお　なつよ

諸田空調 2次 主任技術者・職長 諸田　正利 もろた　まさとし
金子　富士男 かねこ　ふじお

長野　弘 ながの　ひろし
松永　俊治 まつなが　としはる

㈱佐藤空設 2次 職長 佐藤　直樹 さとう　なおき
高橋　宏史 たかはし　ひろし

星野空調(有) 2次 主任技術者・職長 星野　多 ほしの　いさお
坂本　克也 さかもと　かつや
高橋　正 たかはし　ただし

星野　多津夫 ほしの　たつお
星野　乗雄 ほしの　のりお

安栖工業 2次 主任技術者・職長 安栖　由章 やすずみ　よしあき
中村　睦 なかむら　あつし

中村　千晶 なかむら　ちあき
信田　昇 のぶた　のぼる

撤去・機器据付・雑工事 93
㈱大森組 1次 主任技術者・職長 大森　克典 おおもり　かつのり

青井　夕弥 あおい　ゆうや
荒木　渉 あらき　わたる

石川　浩之 いしかわ　ひろゆき
石垣　忍 いしがき　しのぶ

石倉　裕一 いしくら　ゆういち
糸山　良太 いとやま　りょうた
井上　竜也 いのうえ　りゅうや
浦野　文雄 うらの　ふみお
岸田　典弘 きしだ　のりひろ
熊田　悟 くまだ　さとる

小島　久典 こじま　ひさのり
小林　昌史 こばやし　まさし
近藤　雄生 こんどう　ゆうせい
権太　信克 ごんだ　のぶかつ
佐藤　和里 さとう　かずさ
佐藤　喬二 さとう　きょうじ
鈴木　悠也 すずき　ゆうや
高橋　利樹 たかはし　りき
多田野　崇 ただの　たかし
土守　宗太 つちもり　そうた
中村　護 なかむら　まもる



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

中村　安孝 なかむら　やすたか
長島　謙吾 ながしま　けんご
永吉　佑次 ながよし　ゆうじ
西前　竜太 にしまえ　りゅうた
野口　智貴 のぐち　さとき
林田　鉄治 はやしだ　てつじ
播磨　一鉄 はりま　いってつ
別府　晃世 べっぷ　こうせい

マグレガー 礼寛 まぐれがー ひろのり
森山　尊信 もりやま　たかのぶ

蛭田工業 2次 職長 蛭田　浩史 ひるた　こおじ
森下　学 もりした　まなぶ

AOテクノス 2次 職長 翁長　武 おなが　たけし
㈱山栄 2次 職長 青木　章 あおき　あきら

主任技術者 青木　忍 あおき　しのぶ
青柳　勇 あおやぎ　いさむ

木島　崇量 きじま　たかかず
鈴木設備 2次 職長 鈴木　隆之 すずき　たかゆき

塩入　貴之 しおいり　たかゆき
塩入　宜弘 しおいり　のぶひろ

渡辺設備 2次 職長 渡辺　宏行 わたなべ　ひろゆき
志村工業 2次 現場管理者(番頭) 志村　竜介 しむら　りゅうすけ

青山　怜樹 あおやま　れんじゅ
石部　大輝 いしべ　だいき

丸山組 2次 職長 丸山　武尊 まるやま　たける
神尾重設 2次 職長 神尾　修 かみお　おさむ
小松川 2次 職長 佐藤　大 さとう　まさる
秋久保組 2次 職長 秋久保　勝行 あきくぼ　かつゆき
柴設 2次 職長 大柴　賢次郎 おおしば　けんじろう

荒井　清弥 あらい　けんじろう
石田　拓也 いしだ　たくや

松山温調㈱ 2次 職長 松山　武夫 まつやま　のりお
石井　勇気 いしい　ゆうき　

宇佐美　貴史 うさみ　たかふみ
尾崎　亮太 おざき　りょうた
田川　克明 たがわ　かつあき
牧野　恵則 まきの　しげのり

株式会社長尾組 2次 主任技術者・職長 長尾　勝春 がなお　かつはる
根本　勝広 ねもと　かつひろ

阿部設備 2次 職長 阿部　龍介 あべ　りゅうすけ
鎌田　正治 かまた　せいじ
高階　道広 たかしな　みちひろ

株式会社東和コーポレーション 2次 職長 山本　博丈 やまもと　ひろたけ
主任技術者 唐澤　裕二 からさわ　ゆうじ

佐藤　正 さとう　ただし
冨田　嘉彦 とみた　よしひこ
永峯　進 ながみね　すすむ

宮崎　義之 みやざき　よしゆき
株式会社加藤機工 2次 職長 加藤　空 かとう　そら

阿多野　篤志 あだの　あつし
石井　大棋 いしい　だいき
黒田　昌彦 くろだ　まさひろ
原子　昌彦 はらこ　まさひこ

柴興 2次 職長 大柴　雄一郎 おおしば　ゆういちろう
荒井　直弥 あらい　なおや
中森　祥太 なかもり　しょうた

成田興行 2次 職長 成田　和磨 なりた　かずま
三浦工業 2次 職長 三浦　正樹 みうら　まさき
(有)熊野起工 2次 主任技術者・職長 渡部　和美 わたなべ　かずみ

伊藤　信彦 いとう　のぶひこ
植野　宏 うえの　ひろし
片岡　衛 かたおか　まもる
川口　満 かわぐち　みつる

川田　雄二 かわだ　ゆうじ
熊野　祐二 くまの　ゆうじ
島袋　卓 しまぶくろ　たかし

高野　茂満 たかの　しげみつ
徳永　信一 とくなが　しんいち
福元　拓哉 ふくもと　たくや
山下　満也 やました　みつや

石澤港湾荷役 3次 職長 石澤　匡史 いしざわ　まさふみ

配管工事 22
㈱社藤原工業 1次 主任技術者・職長 山崎　正彦 やまざき　まさひこ

島谷　真司 しまたに　しんじ
藤原　博文 ふじわら　ひろふみ



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

穂積　秀夫 ほずみ　ひでお
ASADAエンタープライス 2次 主任技術者・職長 浅田　尚明 あさだ　ひさあき

出水　輝明 でみず　てるあき
高桑　満弥 たかくわ　みつや
高橋　正人 たかはし　まさと
宮嶋　雅信 みやじま　まさのぶ

㈱デルタコーポレーション 2次 主任技術者・職長 浦崎　直宏 うらさき　なおひろ
安田　多賀夫 やすだ　たかお

申 哲洙 しん　ちょるすぅ
菅原　正己 すがわら　まさみ
樋口　建 ひぐち　たける
安田　巧 やすだ　たくみ

渡辺　光一 わたなべ　こういち
(有)秀建設備 2次 主任技術者・職長 三上　秀夫 みかみ　ひでお

障子　アントニオ しょうじ　あんとにお
野呂　明 のろ　あきら

古川　大智 ふるかわ　だいち
棒田　晋文 ぼうだ　ひろふみ

㈱真設備工業 2次 主任技術者・職長 小板橋　真典 こいたばし　まさのり

清掃工事 2
㈱日本アクアプラント 1次 職長 越智　秀二 おち　しゅうじ

荒木　隆 あらき　たかし

空調機組立工事 37
新晃アトモス㈱ 1次 主任技術者・職長 松塚　一光 まつづか　かずてる

吉田　将隆 よしだ　まさたか
植草　翔太 うえくさ　しょうた
知念　海斗 ちねん　かいと
中井　祐輔 なかい　ゆうすけ
山下　翼 やました　つばさ

㈱島空 2次 職長 島田　哲彦 しまだ　てつひこ
齊藤　慎太郎 さいとう　しんたろう

佐藤　潤 さとう　じゅんいち
SAC 2次 職長 佐藤　謙三 さとう　けんぞう

草間　啓友 くさま　けいすけ
松井　康人 まつい　やすひと
満田　隆之 みつだ　たかゆき

新進空調 2次 職長 新垣　友一 しんがき　ゆういち
新垣　利夫 しんがき　としお
内藤　幸太 ないとう　こうた

㈱川崎設備 2次 主任技術者・職長 川崎　鉄治 かわさき　てつじ
石田　仁 いしざき　こういち

石田　三博 いしだ　じん
小谷野　翔太 いしだ　みつひろ
清水　謙次 こやの　しょうた
三浦　優二 みうら　ゆうじ
吉永　浩二 よしなが　こうじ

安斎空調サービス㈱ 2次 職長 安齋　正人 あんざい　まさと
安齋　四郎 あんざい　しろう
安齋　正広 あんざい　まさひろ
安齋　康正 あんざい　やすまさ
安齋　勇二 あんざい　ゆうじ
安齋　龍成 あんざい　りゅうせい
石渡　弘樹 いしわたり　ひろき
山田　雅也 やまだ　まさや

京浜空調設備サービス 2次 職長 塩原　髙史 しおばら　たかふみ
佐藤　謙介 さとう　けんすけ
白井　孝吉 しらかわ　こうきち
髙橋　幸義 たかはし　よしゆき

宮城空調サービス 2次 職長 宮原　惇 みやはら　まこと

伊藤　誠二 いとう　せいじ

空調機フィルター工事 9
新晃工業㈱ 1次 竹中　正芳 たけなか　まさよし

職長 沢田　博 さわだ　ひろし
打田　朋由 うつだ　ともよし

主任技術者 矢吹　磨 やぶき　おさみ
日本無機㈱ 2次 職長 高橋　弘樹 たかはし　ひろき

為成　一輝 ためなり　かずき
丹内　昭宏 たんない　あきひろ
堤　能之 うつつみ　よしゆき

吉富　健将 よしとみ　けんすけ

消火設備工事 56
能美エンジニアリング㈱ 1次 主任技術者・職長 美馬　俊平 みま　しゅんぺい



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

青木　政史 あおき　まさふみ
石川　洸也 いしかわ　こうや
糸数　翔 いとかず　しょう

後藤　聡弘 ごとう　あきひろ
高橋　京之介 たかはし　きょうのすけ

竹内　勲 たけうち　いさお
中野　洋平 なかの　ようへい
山口　勉 やまぐち　つとむ

㈱信濃中村電業社 2次 主任技術者・職長 中村　雅仁 なかむら　まさひと
飯塚　慧 いいずか　あきら

栄野比　敏夫 えのび　としお
栄野比　菊 えのび　きく
大西　省吾 おおにし　しょうご

(有)エース設備 2次 主任技術者・職長 相原　広輝 あいはら　ひろき
石井　克昌 いしい　かつまさ

ＮＧＵＹＥＮ ＴＵＹＥＮ ぐえん とぅえん
ＮＧＵＹＥＮ ＴＵ ぐえん とぅー

ＮＧＵＹＥＮ ＢＡ
Ｎ ぐえん ばん
鈴木　哲雄 すずき　てつお
田島　勝二 たじま　かつじ
山口 正和 やまぐち　まさかず

山崎　竜也 やまざき　たつや
㈱ワーク 2次 主任技術者 新垣　稔 あらがき　みのる

職長 鈴木　豊行 すずき　とよゆき
(有)第一化工機 2次 主任技術者・職長 具志　辰雄 ぐし　たつお

落合　竹春 おちあい　たけはる
竹田　進一 たけだ　しんいち

森　晃 もり　あきら
横溝　克明 よこみぞ　かつあき

(有)アクト信和 2次 主任技術者・職長 安崎　正義 あんざき　まさよし
大塚設備 3次 主任技術者・職長 大塚　貴光 おおつか　たかみつ

辻本　昌弘 つじもと　まさひろ
ユニバー設備 3次 主任技術者・職長 島田　健一 しまだ　けんいち

崎浜　辰准 さきはま　たつのり
島田　博之 しまだ　ひろゆき
末吉　勝一 すえよし　かついち

海老原忠男 3次 職長 海老原　忠男 えびはら　ただお
岡本　博仁 おかもと　ひろひと
加藤　亨平 かとう　りょうすけ
佐藤　雲龍 さとう　うんりゅう
高橋　英男 たかはし　ひでお
田中　弘之 たなか　ひろゆき

張 詩航 ちょう　しこう
中村　賢太 なかむら　けんた

西川　きよし にしかわ　きよし
橋口　浩二 はじぐち　こうじ
政兼　克則 まさかね　かつのり
松本　海　 まつもと　かい

朋友㈱ 3次 職長 大原　直人 おおはら　なおと
主任技術者 大原　竜也 おおはら　たつや

大竹　洋 おおたけ　よう
大原　勇馬 おおはら　ゆうま
佐藤　正義 さとう　まさよし

日向一成 3次 職長 日向　一成 ひなた　かずなり
小笠原敏道 3次 職長 小笠原　敏道 おがさわら　としみち

パッケージエアコン・空冷チラー試運転調整工事 10
菱電商事㈱ 1次 主任技術者 石塚　啓也 いしづか　けいや

職長 柄沢　俊樹 かわさわ　としき
内山　昇治 うちやま　しょうじ

菱商テクノ㈱ 2次 職長 大山　健司 おおやま　けんじ
主任技術者 楠　憲和 くすのき　のりかず

大嶽　雅人 おおたけ　まさと
三菱電機ビルテクノサービス㈱ 2次 職長 山本　真義 やまもと　まさよし

鈴木　亮次 すずき　りょうじ

(有)第一メンテナンス 3次 職長 猪股 行久 いのまた　ゆきひさ
加藤　圭介 かとう　けいすけ

冷媒配管工事 17
(有)カワカミ 1次 主任技術者・職長 川上　将司 かわかみ　まさし

宮下　昌士 みやした　まさし
㈱稲田設備 2次 職長 稲田　博文 いなだ　ひろふみ

石塚　幸春 いしづか　ゆきはる
小原　勇一朗 こばる　ゆういちろう
布施　博之 ふせ　ひろゆき

青木設備工業 2次 職長 青木 聡二郎 あおき　そうじろう



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

㈱武藤冷熱 2次 職長 武藤　房靖 むとう　ふさやす
松井　信一郎 2次 職長 松井　信一郎 まつい　しんいちろう
榎田公人 2次 職長 榎田　公人 えのきた　きみひと
ＡＩＲ－Ｋ 2次 職長 来間 大助 くりま　だいすけ
草間工業 2次 職長 草間　伸吾 くさま　しんご
ＳＦＥ企画 2次 職長 佐伯 雅之 さいき まさゆき
勝又空調 2次 職長 勝又 勝 かつまた まさる
太長根空調 2次 職長 太長根 博美 ふとながね ひろみ

太長根 歩夢 ふとながね あゆむ
斉藤哲哉 2次 職長 斉藤　哲哉 さいとう　てつや

保温工事 54
エステック㈱ 1次 主任技術者・職長 髙橋　大輔 たかはし　だいすけ
山中板金工業所 2次 職長 窪田　勝 くぼた　まさる

山中　和彦 やまなか　かずひこ
(有)廣田板金工業所 2次 主任技術者・職長 東　大輔 あずま　だいすけ

本多　義人 ほんだ　よしと
阿部保温 2次 職長 阿部　誠 あべ　まこと
岡本伸介 2次 職長 岡本　伸介 おかもと しんすけ
スガノ保温工業 2次 職長 菅野 春規 すがの　はるき
(有)布施断熱 2次 主任技術者・職長 布施　佳己 ふせ　よしみ

安藤　友也 ふせ　ともや
波形　光司 なみがた　こうじ
原田　晴彦 はらだ　はるひこ

阿久津保温 2次 職長 阿久津　敏男 あくつ　としお
㈱共進断熱工業 2次 主任技術者・職長 三橋　貞治 みはし　さだはる　

宇之沢　修 うのさわ　おさむ
安里　宙 あさと　おき

市川　康喜 いちかわ　やすのぶ
伊東　健 いとう　たける

宇之沢　静郎 うのさわ　しずお
太田　祐次郎 おおた　ゆうじろう
大場　俊也 おおば　としや
折井　康裕 おりい　やすひろ
加藤　賢一 かとう　けんいち
木下　圭二 きのした　けいじ
木村　博 きむら　ひろし

木村　礼二 きむら　れいじ
小松　光太 こまつ　こうた
三枝　正信 さえぐさ　まさのぶ
相良　義典 さがら　よしのり
佐藤　辰夫 さとう　たつお
高島　雅彦 たかしま　まさひこ
竹内　稔 たけうち　みのる
田中　寛 たなか　ひろし

西田　一生 にしだ　かずお
萩原　安信 はぎはら　やすのぶ
原口　宏喜 はらぐち　ひろき
晝間 一陽 ひるま　よういち
本山　優 もとやま　まさる
吉村　学 よしむら　まなぶ

中島裕人 2次 職長 中島　裕人 なかじま　ひろと
坂本商店 2次 職長 坂本　実 さかもと　みのる
菅原工設 2次 職長 菅原 剛 すがわら　つよし
株式会社ミサワ断熱 2次 三澤　昌 みさわ　あきら

小笠原　勝巳 おがさわら　かつみ
芹澤　亮 せりざわ　あきら

横屋断熱 2次 職長 横屋　武 よこや　たけし
横屋　文夫 よこや　ふみお

中島一義 2次 職長 中島　一義 なかじま かずよし
山本断熱 2次 職長 山本　隆光 やまもと　たかみつ
中井保温工業 2次 職長 中井　尚志 なかい　なおし
出村達彦 2次 職長 出村　達彦 でむら　たつひこ
勝本欣秀 2次 職長 勝本　欣秀 かつもと よしひで
株式会社平和 2次 職長 遠藤　稔 えんどう　みのる

主任技術者 平井　雅和 ひらい　まさかず

ユニットトイレ工事 20
TOTOアクアエンジ㈱ 1次 職長 丹波　宏之 たんば　ひろゆき

主任技術者 篠宮　雅宏 しのみや　まさひろ
江口　二郎 えぐち　じろう

朝日創建㈱ 2次 主任技術者・職長 佐々木　秀則 ささき　ひでのり
㈱ＡＺ 2次 主任技術者・職長 安西　孝夫 あんざい　たかお

石田　真嗣 いしだ　しんじ
㈱パシフィック 2次 主任技術者・職長 渡邊　明 わたなべ　あきら

吉田　琉宇 よしだ　りゅう



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

㈱森田設備工業 2次 主任技術者・職長 森田　晃一 もりた　こういち
芦葉　直樹 あしば　なおき

㈱テクノ・メンテナンスＴＯ 2次 主任技術者・職長 岡本　俊明 おかもと　としあき
岡本　俊紀 おかもと　としき

大和総業㈱ 2次 主任技術者・職長 横山　毅志 よこやま　たけし
阿部　忠雄 あべ　ただお
横山　壽弘 よこやま　としひろ
横山　雅一 よこやま　のりかず

(有)ユウ・アイエンジニア企画 2次 主任技術者・職長 高嶋　治男 たかしま　はるお
㈱ぴっちょうね 3次 職長 金子　亜貴 かねこ　あたか

鴨志田　仁 かもしだ　ひとし
下川弘之 3次 職長 下川　弘之 しもかわい　ひろゆき

凍結工事 3
アークテック㈱ 1次 職長 山田　和男 やまだ　かずお

主任技術者 佐藤　修一 さとう　しゅうち
佐藤　龍哉 さとう　たつや

保温工事 4
㈱サイネツ 1次 主任技術者・職長 奥村　隆次 おくむら　りゅうじ

熊　希望 くま　のぞみ
下山　広光 したやま　ひろみつ
増田　弓子 ますだ　ゆみこ

ダクト工事 9
㈱中川製作所 1次 主任技術者・職長 工藤　貴志 くどう　たかし

大沢　仁 おおさわ　ひとし
篠崎　直章 しのざき　なおと

(有)藤木鉄工所 2次 職長 藤木　正美 ふじき　まさみ
藤木　崇夫 ふじき　たかお

藤田空調 2次 職長 藤田　真一 ふじた　しんいち
緑川　文隆 みどりかわ　ふみたか

佐藤正広 2次 職長 佐藤　正広 さとう　まさひろ
田中設備 2次 職長 田中　功 たなか　いさお

ダクト工事 3
宮田空調㈱ 1次 職長 渋澤　秀之 しぶさわ　ひでゆき
㈱サニーエアフィールカンパニー 2次 主任技術者・職長 中野　靖彦 なかの　やすひこ

村山　裕亮 むらやま　ゆうすけ

塗装工事 8
栗田塗装㈱ 1次 主任技術者・職長 君島　勝男 きみじま　かつお

岩崎　達也 いわさき　たつや
白石　剛 しらいし　つよし

高尾　力也 たかお　りきや
長谷川　哲也 はせがわ　てつや
早坂　義隆 はやさか　よしたか
平藤　純也 へいとう　じゅんや
穂積　貴久 ほづみ　たかひさ

機器・配管架台工事 7
昭和ゴム機工㈱ 1次 職長 中田　充信 なかた　みつのぶ

主任技術者 藤田　和則 ふじた　かずのり
㈱田澤技巧 2次 職長 田澤　一博 たざわ　かずひろ

平尾　謙介 ひらお　けんすけ
合同会社協同企画 2次 職長 岡村　和明 おかむら　かずあき

岩本　春風 いわもと　はるかぜ
大楽　敏夫 だいらく　としお

電気工事 3
新星電気工事㈱ 1次 主任技術者・職長 古岡　勇二 ふるおか　ゆうじ
㈱旭日電技 2次 主任技術者・職長 本山　公康 もとやま　きみやす

岡田　新一 おかだ　しんいち

冷媒ラック工事 3
東洋テクノ㈱ 1次 主任技術者・職長 大庭　裕 おおば　ゆたか

隈元　佑一 くまもと　ゆういち
丸田　和弘 まるた　まさひろ

有限会社リア機工 13
(有)リア機工 1次 主任技術者・職長 田中　樹美 たなか　たつみ

伴 良昭 ばん　よしあき
松田忠祐 2次 職長 松田　忠祐 まつだ　ただまさ
来間信一郎 2次 職長 来間　信一郎 くりま　しんいちろう
鈴木健太 2次 職長 鈴木　健太 すずき　けんた
鈴木宏治 2次 職長 鈴木　宏治 すずき　ひろはる



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

草野治 2次 職長 草野　治 くさの　おさむ
早坂克己 2次 職長 早坂　克己 はやさか　かつみ
徳本敬 2次 職長 徳本　敬 とくもと　たかし
渡辺憂二 2次 職長 渡辺 憂二 わたなべ　ゆうじ
安徳譲司 2次 職長 安徳　譲司 あんとく じょうじ
三上孝 2次 職長 三上 孝 みかみ　たかし
三上正道 2次 職長 三上　正道 みかみ　まさみち

配管工事 11
(有)齊藤設備 1次 主任技術者・職長 齊藤　博敬 さいとう　ひろのり

沼倉　泰夫 ぬまくら　やすお
新井　章 あらい　あきら

寺岡　昌孝 てらおか　まさたか
野島　大誉 のじま　ひろたか

㈱中澤総合設備 2次 主任技術者・職長 中澤 賢二 なかざわ　けんじ
井上設備 2次 職長 井上　隆広 いのうえ　たかひろ

伊藤　富夫 いとう　とみお
佐門　陽一 さもん　よういち
推井 光輝 すいい　みつてる

高田工業所 2次 高田　時開 たかだ　ときあき

自動制御設備工事 66
アズビル㈱ 1次 主任技術者・職長 城谷　勝 しろたに　まさる

藤川　吉英 ふじかわ　よしひで
石川　渓太 いしかわ　けいた
館山　明宏 たてやま　あきひろ

藤山　穂乃果 ふじやま　ほのか
堀越　孝広 ほりこし　たかひろ
前田　忠寛 まえだ　ただひろ
廣瀬　理 ひろせ　おさむ
高木　歩 たかぎ　あゆみ
佐藤　優 さとう　ゆう

ノーブル電子工業㈱ 2次 主任技術者・職長 永嶋　大介 ながしま　だいすけ
石川　朗人 いしかわ　あきと
伊藤　整 いとう　ひとし
北村　譲 きたむら　じょう

末重　勇人 すえしげ　ゆうき
諏訪　勇人 すわ　ゆうと

高橋　摩七斗 たかはし　まなと
仲谷　誠 なかや　まこと　

古川　竜也 ふるかわ　たつや
㈱デンケン 2次 職長 古家　誠一 ふるいえ　せいいち

主任技術者 老月　貴志 おいづき　たかし
㈱高田工業所 2次 主任技術者・職長 田中　健一 たなか　けんいち

村田　雅昭 むらた　まさあき
㈱キクチ 2次 職長 伊勢　隼人 いせ　はやと

主任技術者 深石　悟 ふかいし　さとる
石井　元 いしい　はじめ

榎本　琢磨 えのもと　たくま
景山　徹郎 かげやま　てつろう
金子　智彦 かねこ　ともひこ
川名　智幸 かわな　ともゆき
菊地　拓也 きくち　たくや

坂ノ下　光暢 さかのした　みつのぶ
重野　遼 しげの　りょう

髙橋　輝康 たかはし　てるやす
忠野　壮朗 ただの　たけろう
広瀬　静男 ひろせ　しずお
柳下　健一 やなぎした　けんいち

竹井英雄 3次 職長 竹井　英雄 たけい　ひでお
冨岡諭 3次 職長 冨岡　諭 とみおか　さとし
吉澤雄治 3次 職長 吉澤 雄治 よしざわ　ゆうじ
㈱ＡＣＥ 3次 主任技術者・職長 坐間　直樹 ざま　なおき

高橋　右京 たかはし　うきょう
小林通信工業(有) 3次 主任技術者・職長 小林　和則 こばやし　のりかず

塩見　国建 しおみ　くにたけ
伊藤総合電気㈱ 3次 主任技術者・職長 伊藤　大将 いとう　だいすけ

伊藤　諒汰 いとう　りょうた
(有)常伸エンジニアリング 3次 主任技術者・職長 徳元　直哉 とくもと　なおや

船木　正道 ふなき　まさみち
高宮　翔 たかみや　しょう

西川　剛史 にしかわ　たけし
㈱佐藤電気 3次 主任技術者・職長 秋元　武雄 あきもと　たけお

佐藤　誠一 さとう　せいいち
高橋　秀和 たかはし　ひでかず
余田　恭平 よだ　きょうへい



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

(有)神奈川計電 3次 大沢　昌司 おおさわ　しょうじ
片倉　正樹 かたくら　まさき
菅原　誉 すがわら　たかし

主任技術者・職長 菅原　正史 すがわら　まさし
藤田　創 ふじた　はじめ
山氏　稔 やまうじ　みのる

(有)スタジオアーム 3次 職長 島袋　太 しまぶくろ　ふとし
主任技術者 川口　光広 かわぐち　みつひろ

川溝　秀樹 かわみつ　ひでき
㈱プラザ電計工業所 3次 主任技術者・職長 宮城　勝 みやぎ　まさる

小林　孝宏 こばやし　たかひろ
島袋　薫 しまぶくろ　かおる

保温・配管・機器据付工事 42
アネス㈱ 1次 主任技術者・職長 難波　一 なんば　はじめ

大竹　雄也 おおたけ　ゆうや
ナイガイ㈱ 2次 主任技術者・職長 宮原　竜三 みやはら　たつぞう
峯尾機工㈱ 2次 主任技術者・職長 荒川　弘樹 あらかわ　ひろき

青田　真昭 あおた　まさあき
伊藤　昭彦 いとう　あきひこ
川浦　明彦 かわうら　あきひこ
仁平　和宏 にひら　かずひろ
原西　大輔 はらにし　だいすけ

大平工業㈱ 2次 主任技術者・職長 大塚　賢一 おおつか　けんいち　
石橋　尚也 いしばし　なおや
大森　博之 おおつか　けんいち
渡辺　達郎 わたなべ　たつろう

西川機工 3次 主任技術者・職長 西川　浩三 にしかわ　こうぞう
翁長　竜太 おなが　りゅうた
勝又　健二 かつまた　けんじ
熊谷　英樹 くまがい　ひでき

(有)ヤマダ保温 3次 主任技術者・職長 山田　富士夫 やまだ　ふじお
山田　幸夫 3次 主任技術者・職長 山田　幸夫 やまだ　ゆきお

三輪　篤志 みわ　あつし
小山保温工業所 3次 主任技術者・職長 小山　邦明 こやま　くにあき
(有)井上技工 3次 主任技術者・職長 大和　敏信 やまと　としのぶ

新保　道夫 しんぽ　みちお
瀬戸　三雄 せと　みつお
高尾　公良 たかお　きみよし

スダ保温 3次 主任技術者・職長 須田　邦弘 すだ　くにひろ
髙橋興業㈱ 3次 主任技術者・職長 武田　芳和 たけだ　よしかず

大津　一幸 おおつ　かずゆき
沖　和宏 おき　かずひろ

高橋　泰基 たかはし　たいき
早川　一成 はやかわ　かずなり
半田　吉春 はんだ　よしはる
福重　智 ふくしげ　さとる
溝井　廉 みぞい　れん

渋谷篤史 3次 職長 渋谷　篤史 しぶや　あつし
松井梨沙 3次 職長 松井　梨沙 まつい　りさ
龍至一樹 3次 職長 龍至 一樹 りゅうじ　かずき
(有)龍昌設備工業 3次 職長 龍至　昌司 りゅうじ　まさかず
(有)山平設備工業 3次 主任技術者・職長 山平　稔 やまひら　みのる

宮城　満 みやぎ　みつる
山平　和嘉 やまひら　かずよし
山平　友海 やまひら　ともみ

保温工事 8
アルテ工業㈱ 1次 主任技術者・職長 宮脇　拓也 みやわき　たくや

川染　孝明 かわそめ　たかあき
ＨＯＵ ＬＩＷＥＩ こう りつい

齊藤　一也 さいとう　かずや
ＢＡＩ ＴＩＡＮＹＵ はく　てんう
ＶＵ ＴＲＯＮＧＫＨＯＡ ぶー ちょんこあ

南山　遥 みなみやま　はるか
ＬＩ ＰＡＮ り　ぱん


