
業　　　　　種

等　　　　　級 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分

大成建設株式会社　東京支店 2,050 特定 鉄建建設株式会社　東京支店 1,834 特定 東武建設株式会社 1,334 特定

A 株式会社鹿島建設　関東支店 2,022 特定 株式会社奥村組　東京支店 1,808 特定 京成建設株式会社 1,331 特定

株式会社大林組　関東支店 2,018 特定 ショーボンド建設株式会社　千葉支店 1,622 特定

清水建設株式会社　関東支店 2,014 特定 株式会社錢高組 千葉支店 1,563 特定

1,000万円以上 戸田建設株式会社　関東支店 1,979 特定 西武建設株式会社　東京支店 1,548 特定

1,300点以上 株式会社フジタ　関東支店 1,899 特定 日本コムシス株式会社　社会基盤事業本部 1,505 特定

西松建設株式会社　さいたま営業所 1,882 特定 ライト工業株式会社　関東防災統括支店 1,477 特定

三井住友建設株式会社 1,868 特定 株式会社塩浜工業　東京本部 1,363 特定

松井建設株式会社　東京支店 1,273 特定 株式会社斉藤組 1,068 特定 株式会社酉島製作所　東京支社 962 特定

美津濃株式会社　東京支店 1,264 特定 宇都宮土建工業株式会社 1,061 特定 日勝スポーツ工業株式会社 957 特定

東京パワーテクノロジー株式会社 1,255 特定 光洋建設株式会社 1,058 特定 矢田工業株式会社 933 特定

宮地エンジニアリング株式会社 1,232 特定 株式会社山中組 1,054 特定 地質基礎工業株式会社 925 特定

B 株式会社クボタ　東京本社 1,228 特定 株式会社巴コーポレーション　東京支店 1,052 特定 坂本工業株式会社 924 特定

日立造船株式会社東京本社 1,213 特定 株式会社コンステック　東京支店 1,040 特定 矢木コーポレーション株式会社 915 特定

石川建設株式会社 1,213 特定 株式会社小林工業 1,039 特定 青野スポーツ施設株式会社　東京営業所 910 特定

500万円以上 日本体育施設株式会社　東関東営業所 1,207 特定 むつみ造園土木株式会社 1,036 特定 東和スポーツ施設株式会社 東京営業所 910 特定

3,000万円未満 株式会社スポーツテクノ和広 1,196 特定 株式会社鶴見製作所　東京本社 1,031 特定

奥アンツーカ株式会社　東京支店 1,188 特定 長永スポーツ工業株式会社 1,022 特定

900点以上 中川企画建設株式会社　東京支店 1,177 特定 カワナベ工業株式会社 1,011 特定

1,300点未満 川上建設株式会社 1,165 特定 株式会社富士グリーンテック　東京支店 1,000 特定
新明和工業株式会社　流体事業部営業本部関東支店 1,098 特定 株式会社日さく　東日本支社 994 特定

国土防災技術株式会社　宇都宮支店 1,090 特定 スポーツ施設株式会社 987 特定

前澤工業株式会社　北関東支店 1,089 特定 株式会社中央コーポレーション　関東営業所 974 特定

ミザック株式会社　東京支店 1,084 特定 電気興業株式会社　中央営業部 966 特定

磯部建設株式会社 1,070 特定 信号器材株式会社 963 特定

明和工業株式会社　千葉営業所 892 特定 株式会社スポーツ建設 803 一般 株式会社トーケミ　東部支店 694 特定

三信電工株式会社 888 特定 株式会社神田建設 801 一般 日本管財環境サービス　東京支店 666 特定

C 藤田エンジニアリング株式会社　栃木支店 887 特定 平石環境システム株式会社 794 一般 新日本工業株式会社　東京営業所 650 特定
古河産機システムズ株式会社　コントラクタ本部 885 特定 共和化工株式会社　関東支店 773 特定 日水産業株式会社　関東事業所 622 一般

株式会社西原環境　関東支店 883 特定 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 772 特定 有限会社アースエンタープライズ 613 一般

1,000万円未満 管水工業株式会社 863 一般 シンク・エンジニアリング株式会社 767 一般 株式会社野田サクセン 569 一般

900点未満 株式会社アスライブ 827 特定 株式会社日本サーモエナー　南関東支社 767 特定

株式会社佐藤工務店 824 特定 平成理研株式会社 762 特定

株式会社ベルテクノ 821 特定 浅野アタカ株式会社 736 特定

ドリコ株式会社 821 特定 東綱橋梁株式会社 729 特定

株式会社長工業 805 特定 株式会社ウォーターテック　東日本支店 699 特定

※･･･500万円未満

計18社

計42社

土　木　一　式　工　事　〔県　外〕　

計28社

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県外)）



業　　　　　種

等　　　　　級 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分

大成建設株式会社　東京支店 2,070 特定 株式会社錢高組　千葉支店 1,703 特定 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　首都圏支社 1,306 特定

株式会社竹中工務店　東関東支店 2,058 特定 西武建設株式会社　東京支店 1,600 特定

清水建設株式会社　関東支店 2,044 特定 株式会社塩浜工業　東京本部 1,540 特定

A 株式会社鹿島建設　関東支店 2,042 特定 株式会社巴コーポレーション　東京支店 1,446 特定

株式会社大林組　関東支店 2,042 特定 株式会社内藤ハウス  千葉営業所 1,437 特定

戸田建設株式会社 関東支店 1,995 特定 東武建設株式会社 1,415 特定

1,000万円以上 株式会社フジタ関東支店 1,953 特定 石川建設株式会社 1,385 特定

1,300点以上 西松建設株式会社　さいたま営業所 1,888 特定 株式会社ナガワ　東京支店 1,367 特定

三井住友建設株式会社 1,865 特定 日本コムシス株式会社　社会基盤事業本部 1,359 特定

株式会社奥村組　東京支店 1,844 特定 京成建設株式会社 1,355 特定

鉄建建設株式会社　東京支店 1,773 特定 藤井産業株式会社 1,355 特定

松井建設株式会社　東京支店 1,730 特定 中川企画建設株式会社　東京支店 1,314 特定

株式会社コンステック　東京支店 1,295 特定 セコム株式会社 1,028 特定

東海リース株式会社　千葉支店 1,240 特定 株式会社日立ビルシステム　関東支社 1,024 特定

B 日立造船株式会社東京本社 1,239 特定 川上建設株式会社 1,023 特定

株式会社丹青社 1,237 特定 栃木アンカー工業株式会社 1,019 特定

電気興業株式会社　中央営業部 1,236 特定 パナソニックLSエンジニアリング株式会社　東京本部 987 特定

500万円以上 高橋カーテンウォール工業株式会社 1,212 特定 カワナベ工業株式会社 979 特定

3,000万円未満 日本管財株式会社　本社 1,191 特定 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　埼玉支社 903 特定

東京パワーテクノロジー株式会社 1,145 特定

900点以上 株式会社クボタ　東京本社 1,141 特定

1,300点未満 株式会社金剛組 1,115 特定

磯部建設株式会社 1,076 特定

株式会社斉藤組 1,038 特定

株式会社小林工業 1,029 特定

矢田工業株式会社 883 特定 ドリコ株式会社 775 特定

信号器材株式会社 873 特定 テスコ株式会社 769 特定

C 宇都宮土建工業株式会社 868 特定 株式会社アスライブ 760 特定

光洋建設株式会社 847 特定 長永スポーツ工業株式会社 731 特定
古河産機システムズ株式会社　コントラクタ本部 843 特定 浅野アタカ株式会社 697 特定

1,000万円未満 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 831 特定 株式会社佐藤工務店 690 特定

900点未満 株式会社山中組 824 特定 共和化工株式会社　関東支店 676 特定

富士建設工業株式会社 807 特定 日本管財環境サービス　東京支店 666 特定

株式会社神田建設 799 一般 ※アマノ株式会社 ― 特定

平成理研株式会社 784 特定

※･･･500万円未満

建　築　一　式　工　事　〔県　外〕　

計25社

計20社

計19社

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県外)）



業　　　　　種

等　　　　　級 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分

三菱電機株式会社社会システム第一部 1,947 特定 八洲電機株式会社　産業システム本部 1,382 特定 株式会社荏原製作所　東京支社 1,235 特定

東芝インフラシステムズ株式会社　東関東支店 1,861 特定 セコム株式会社 1,361 特定 協和機電工業株式会社　東京支店 1,206 特定

株式会社明電舎　東関東支店 1,842 特定 東京パワーテクノロジー株式会社 1,347 特定 西松建設株式会社　さいたま営業所 1,203 特定

メタウォーター株式会社 1,733 特定 荏原商事株式会社　関東支社 1,338 特定 株式会社クボタ　東京本社 1,196 特定

日新電機株式会社　東京支社 1,702 特定 ヤンマーエネルギーシステム株式会社　東京支社 1,337 特定 東京計器株式会社計測機器システムカンパニー 1,196 一般

日本コムシス株式会社　社会基盤事業本部 1,665 特定 電気興業株式会社　中央営業部 1,314 特定 株式会社大三洋行 1,170 特定

A 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　首都圏支社 1,627 特定 東芝通信インフラシステムズ株式会社 1,306 特定 向陽電気工業株式会社 1,157 特定

三機工業株式会社 1,621 特定 愛知時計電機株式会社　東京支店 1,300 特定 株式会社松村電機製作所　東京支店 1,156 特定

清水建設株式会社　関東支店 1,588 特定 藤田エンジニアリング株式会社　栃木支店 1,298 特定 株式会社丸電　 1,134 特定

1,000万円以上 パナソニックLSエンジニアリング株式会社  東京本部 1,547 特定 株式会社千代田組　建設本部 1,297 特定 クシダ工業株式会社 1,134 特定

1,100点以上 株式会社サンテック 1,546 特定 パナソニック環境エンジニアリング株式会社 1,281 特定 東武建設株式会社 1,133 特定

日比谷総合設備株式会社　東京本店 1,528 特定 丸茂電機株式会社 1,280 特定 株式会社鶴見製作所　東京本社 1,127 特定

アマノ株式会社 1,482 特定 シンフォニアエンジニアリング株式会社　千葉営業所 1,277 特定 株式会社内田洋行 1,122 特定

戸田建設株式会社　関東支店 1,482 特定 株式会社酉島製作所　東京支社 1,272 特定 シンク・エンジニアリング株式会社 1,116 特定
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　首都圏部門 1,473 特定 株式会社日立インダストリアルプロダクツ　公共営業本部 1,271 特定 明協電機株式会社　北関東営業所 1,115 特定

東テク株式会社 1,429 特定 オルガノ株式会社　環境事業部 1,268 特定 クボタ環境サービス株式会社 1,111 特定

株式会社日立ビルシステム　関東支社 1,401 特定 藤井産業株式会社 1,259 特定 沖電気工業株式会社　首都圏営業本部 1,107 特定

OKIクロステック株式会社 1,399 特定 日本管財株式会社　本社 1,257 特定

JFEテクノス株式会社 1,386 特定 パナソニック産機システムズ株式会社　空調事業本部 1,244 特定

日本無線株式会社　関東支社 1,099 特定 松井建設株式会社　東京支店 956 特定 第一公害プラント株式会社　長野支店 883 特定

B 信号器材株式会社 1,098 特定 株式会社システムエンジニアリング 947 特定 株式会社アスライブ 882 特定
オルガノプラントサービス株式会社　関東事業所 1,092 特定 株式会社ナガワ　東京支店 938 特定 日本管財環境サービス　東京支店 877 特定

鉄建建設株式会社　東京支店 1,040 特定 富士建設工業株式会社 937 特定 木村電設工業株式会社 869 特定

500万円以上 成瀬電気工事株式会社　東京支店 1,037 特定 東邦建株式会社 937 特定 三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 868 特定

2,000万円未満 株式会社ハタノシステム 1,028 特定 株式会社エヌケーエス　東京営業所 936 特定 矢木コーポレーション株式会社 866 特定

扶桑電通株式会社 1,019 特定 石川建設株式会社 934 特定 北関東綜合警備保障株式会社 855 一般

800点以上 株式会社HYSエンジニアリングサービス　サービス事業部　サービス本部 980 特定 メタウォーターサービス株式会社　事業推進本部 930 一般 株式会社アセント 851 特定

1,100点未満 三信電工株式会社 974 特定 テスコ株式会社 912 特定 浅野アタカ株式会社 835 特定

株式会社エス・アイ・シー 973 特定 田中電気株式会社 902 特定

株式会社半田工電社 970 特定 古河産機システムズ株式会社　コントラクタ本部 902 特定

前澤工業株式会社　北関東支店 969 特定 宇都宮電子株式会社 898 特定

三協工業株式会社 967 特定 京成建設株式会社 884 特定

平成理研株式会社 794 一般 株式会社ウォーターテック　東日本支店 763 特定 矢澤フェロマイト株式会社 605 一般

C 株式会社日本サーモエナー　南関東支社 787 一般 共和化工株式会社　関東支店 744 特定 有限会社アースエンタープライズ 588 一般

株式会社サイオー 774 一般 株式会社新成エンジニアリング 720 一般 ※株式会社角藤　可動建築部 ― 一般

1,000万円未満 株式会社ピーシーテレコム 773 特定 電通工業株式会社 701 一般

800点未満 ドリコ株式会社 766 特定 白川舞台機構株式会社 630 一般

※･･･500万円未満

電　気　工　事　〔県　外〕　

計55社

計13社

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県外)）

計35社



業　　　　　種

等　　　　　級 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分

株式会社大林組　関東支店 1,413 特定

日本コムシス株式会社　社会基盤事業本部 1,397 特定

戸田建設株式会社　関東支店 1,309 特定

美津濃株式会社　東京支店 1,270 特定

A 清水建設株式会社　関東支店 1,215 特定

奥アンツーカ株式会社　東京支店 1,209 特定

株式会社スポーツテクノ和広 1,189 特定

1,000万円以上 鉄建建設株式会社　東京支店 1,174 特定

1,100点以上 西松建設株式会社　さいたま営業所 1,165 特定

日本体育施設株式会社　東関東営業所 1,120 特定

東京パワーテクノロジー株式会社 1,090 特定 西武建設株式会社　東京支店 962 特定

東武建設株式会社 1,084 特定 株式会社斉藤組 955 特定

B 光洋建設株式会社 1,075 特定 株式会社富士グリーンテック　東京支店 951 特定

京成建設株式会社 1,069 特定 長永スポーツ工業株式会社 933 特定

ショーボンド建設株式会社　千葉支店 1,055 特定 株式会社小林工業 926 特定

500万円以上 川上建設株式会社 1,049 特定 坂本工業株式会社 890 特定

2,000万円未満 株式会社塩浜工業　東京本部 1,043 特定 信号器材株式会社 874 特定

石川建設株式会社 1,032 特定 松井建設株式会社　東京支店 868 特定

800点以上 磯部建設株式会社 1,000 特定 株式会社錢高組　千葉支店 867 特定

1,100点未満 ライト工業株式会社　関東防災統括支店 983 特定 青野スポーツ施設株式会社　東京営業所 853 特定

株式会社山中組 976 特定 東和スポーツ施設株式会社　東京営業所 813 特定

宇都宮土建工業株式会社 963 特定 株式会社神田建設 803 一般

三信電工株式会社 785 特定

矢木コーポレーション株式会社 735 特定

スポーツ施設株式会社 723 特定

C 日勝スポーツ工業株式会社 720 特定

平石環境システム株式会社 707 一般

株式会社佐藤工務店 691 特定

1,000万円未満 日本管財環境サービス　東京支店 666 特定

800点未満 日星ライナー株式会社 652 一般

株式会社アスライブ 649 特定

有限会社アースエンタープライズ 583 一般

※･･･500万円未満

舗　装　工　事　〔県　外〕　

計10社

計24社

計10社

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県外)）



業　　　　　種

等　　　　　級 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分

三機工業株式会社 1,883 特定 株式会社荏原製作所　東京支社 1,380 特定 パナソニックLSエンジニアリング株式会社  東京本部 1,213 特定

新日本空調株式会社　関東支店 1,814 特定 東京パワーテクノロジー株式会社 1,344 特定 株式会社神鋼環境ソリューション　東京支社 1,184 特定
三菱電機ビルテクノサービス株式会社　首都圏支社 1,800 特定 ダイキン工業株式会社 1,325 特定 株式会社酉島製作所　東京支社 1,165 特定

日比谷総合設備株式会社　東京本店 1,718 特定 セコム株式会社 1,320 特定 前澤工業株式会社　北関東支店 1,159 特定

A 株式会社三晃空調　東京本店 1,607 特定 日立造船株式会社東京本社 1,294 特定 荏原商事株式会社　関東支社 1,146 特定

パナソニック環境エンジニアリング株式会社 1,576 特定 株式会社アイホー　東京支店 1,290 一般 愛知時計電機株式会社　東京支店 1,143 一般

清水建設株式会社　関東支店 1,568 特定 日本管財株式会社　本社 1,280 特定 株式会社鶴見製作所　東京本社 1,138 一般

1,000万円以上 パナソニック産機システムズ株式会社　空調事業本部 1,560 特定 アマノ株式会社 1,274 特定 藤吉工業株式会社 1,131 特定

1,100点以上 株式会社日立ビルシステム　関東支社 1,509 特定 株式会社中西製作所　東関東支店 1,265 一般 荏原冷熱システム株式会社　千葉営業所 1,122 特定

川本工業株式会社　東京支店 1,503 特定 株式会社クボタ　東京本社 1,257 特定 川重冷熱工業株式会社　東日本支社 1,102 一般

戸田建設株式会社　関東支店 1,413 特定 株式会社日本サーモエナー　南関東支社 1,243 特定 クボタ環境サービス株式会社 1,100 特定

藤田エンジニアリング株式会社　栃木支店 1,398 特定 ヤンマーエネルギーシステム株式会社　東京支社 1,232 特定

東テク株式会社 1,394 特定 八洲電機株式会社　産業システム本部 1,213 特定

株式会社西原環境　関東支店 1,082 特定 クシダ工業株式会社 957 特定 宇都宮土建工業株式会社 844 一般

株式会社千代田組　建設本部 1,072 特定 ドリコ株式会社 932 特定 浅野アタカ株式会社 833 特定

B 新明和工業株式会社　流体事業部営業本部関東支店 1,064 一般 富士建設工業株式会社 921 特定 石垣メンテナンス株式会社 829 特定

平成理研株式会社 1,064 特定 共和化工株式会社　関東支店 910 特定 株式会社小林工業 821 一般

東武建設株式会社 1,038 特定 株式会社日さく　東日本支社 902 特定 株式会社トーケミ　東部支店 805 一般

500万円以上 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　首都圏部門 1,031 特定 株式会社長工業 901 特定

2,000万円未満 第一公害プラント株式会社　長野支店 1,030 特定 株式会社ウォーターデザイン 892 特定

鉄建建設株式会社　東京支店 1,027 特定 クボタ機工株式会社　東京支店 891 特定

800点以上 日本コムシス株式会社　社会基盤事業本部 1,016 特定 三協工業株式会社 891 特定

1,100点未満 水ingエンジニアリング株式会社　首都圏支店 1,007 特定 京成建設株式会社 880 特定

株式会社ナガワ　東京支店 981 一般 古河産機システムズ株式会社　コントラクタ本部 875 特定

松井建設株式会社　東京支店 967 特定 メタウォーターサービス株式会社　事業推進本部 860 一般

石川建設株式会社 961 特定 株式会社前澤エンジニアリングサービス　関東支店 855 特定

株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 794 特定 共和メンテナンス株式会社 708 特定 有限会社トーコーインテック 641 一般

株式会社山中組 790 一般 平石環境システム株式会社 707 一般 株式会社ピーシーテレコム 615 一般

C 株式会社アスライブ 780 特定 昭和工機株式会社 701 一般 株式会社野田サクセン 555 一般

株式会社エヌケーエス　東京営業所 778 特定 株式会社ベルテクノ 692 特定

磯部建設株式会社 772 特定 矢澤フェロマイト株式会社 690 一般

1,000万円未満 株式会社サイオー 769 一般 管水工業株式会社 689 一般

800点未満 株式会社新成エンジニアリング 749 一般 株式会社佐藤工務店 679 一般

株式会社丸電　 724 一般 株式会社アメシス 669 一般

日本管財環境サービス　東京支店 720 特定 有限会社アースエンタープライズ 667 一般

株式会社ウォーターテック　東日本支店 713 特定 成瀬電気工事株式会社　東京支店 658 一般

※･･･500万円未満

管　工　事　〔県　外〕　

計37社

計44社

計43社

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県外)）



業　　　　　種

等　　　　　級 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分 業　　　　者　　　　名 総合点 許可区分

清水建設株式会社　関東支店 1,698 特定 西松建設株式会社　さいたま営業所 1,337 特定 西武建設株式会社　東京支店 1,207 特定

株式会社フジタ　関東支店 1,601 特定 前澤工業株式会社　北関東支店 1,320 特定 株式会社鶴見製作所　東京本社 1,198 特定

株式会社クボタ　東京本社 1,547 特定 株式会社酉島製作所　東京支社 1,307 特定 理水化学株式会社　東京支店 1,183 特定

株式会社大林組　関東支店 1,538 特定 株式会社荏原製作所　東京支社 1,291 特定 株式会社ミゾタ　東京支店 1,148 特定

A 戸田建設株式会社　関東支店 1,537 特定 日本コムシス株式会社　社会基盤事業本部 1,270 特定 株式会社前澤エンジニアリングサービス　関東支店 1,145 特定

JFEエンジニアリング株式会社 1,526 特定 水ingエンジニアリング株式会社　首都圏支店 1,265 特定 株式会社石垣 1,140 特定

メタウォーター株式会社 1,505 特定 三菱化工機株式会社　環境営業部 1,242 特定 鉄建建設株式会社　東京支店 1,129 特定

1,000万円以上 三井住友建設株式会社 1,454 特定 クボタ環境サービス株式会社 1,241 特定 協和機電工業株式会社　東京支店 1,106 特定

1,100点以上 株式会社奥村組　東京支店 1,414 特定 月島機械株式会社　水環境事業本部東京支社 1,235 特定

日立造船株式会社東京本社 1,399 特定 荏原商事株式会社　関東支社 1,234 特定

森松工業株式会社 1,353 特定 水道機工株式会社　東京支店 1,226 特定

株式会社神鋼環境ソリューション　東京支社 1,339 特定 藤田エンジニアリング株式会社　栃木支店 1,219 特定

オルガノ株式会社　環境事業部 1,338 特定 株式会社西原環境　関東支店 1,219 特定

三機工業株式会社 1,338 特定 株式会社錢高組　千葉支店 1,217 特定
株式会社日立インダストリアルプロダクツ　公共営業本部 1,089 特定 東武建設株式会社 989 特定 石川建設株式会社 898 特定
オルガノプラントサービス株式会社　関東事業所 1,085 特定 松井建設株式会社　東京支店 986 特定 浅野アタカ株式会社 883 特定

B 株式会社ウォーターテック　東日本支店 1,082 特定 ライト工業株式会社　関東防災統括支店 983 特定 新日本工業株式会社　東京営業所 881 特定

株式会社水機テクノス 1,080 特定 株式会社トーケミ　東部支店 964 特定 株式会社塩浜工業　東京本部 875 特定

クボタ機工株式会社　東京支店 1,078 特定 三協工業株式会社 958 特定 東京パワーテクノロジー株式会社 875 特定

500万円以上 株式会社千代田組　建設本部 1,074 特定 クシダ工業株式会社 950 特定 日水産業株式会社　関東事業所 859 特定

2,000万円未満 ショーボンド建設株式会社　千葉支店 1,069 特定 藤井産業株式会社 935 一般 第一公害プラント株式会社　長野支店 857 特定

ドリコ株式会社 1,061 特定 石垣メンテナンス株式会社 923 特定 川上建設株式会社 844 特定

800点以上 株式会社ベルテクノ 1,060 特定 カワナベ工業株式会社 915 特定 平成理研株式会社 842 特定

1,100点未満 新明和工業株式会社　流体事業部営業本部関東支店 1,042 特定 テスコ株式会社 914 特定 古河産機システムズ株式会社　コントラクタ本部 838 特定
メタウォーターサービス株式会社　事業推進本部 1,030 特定 共和化工株式会社　関東支店 912 特定 JFEアクアサービス機器株式会社　横浜営業所 816 特定

明和工業株式会社　千葉営業所 1,002 特定 矢田工業株式会社 911 特定

株式会社日本サーモエナー　南関東支社 797 特定 地質基礎工業株式会社 687 特定

株式会社長工業 794 一般 日本管財環境サービス　東京支店 666 特定

シンク・エンジニアリング株式会社 767 一般 矢澤フェロマイト株式会社 620 一般

C 株式会社アスライブ 754 特定 株式会社佐藤工務店 608 特定

三辰精工株式会社 744 一般

ミザック株式会社　東京支店 740 特定

1,000万円未満 株式会社山中組 738 特定

800点未満 宇都宮土建工業株式会社 725 特定

磯部建設株式会社 715 特定

株式会社日さく　東日本支社 713 特定

株式会社新成エンジニアリング 706 一般

※･･･500万円未満

水　道　施　設　工　事　〔県　外〕　

計36社

計35社

計15社

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県外)）



業 種

等 級 業　　　　者　　　　名 業　　種

等級なし 愛知時計電機株式会社　東京支店 機械・電通

株式会社アイホー　東京支店 機械

青野スポーツ施設株式会社　東京営業所 とび

浅野アタカ株式会社 とび・機械・清掃
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング とび・さく井・解体

株式会社アスライブ 機械・電通・消防

株式会社アセント 電通

アマノ株式会社 鋼構造・内装・機械・電通

株式会社石垣 機械

石垣メンテナンス株式会社 機械

石川建設株式会社 防水・解体

磯部建設株式会社 とび・塗装・内装・造園・解体

株式会社ウィズウェイストジャパン 機械・清掃

株式会社ウォーターデザイン 機械・造園

株式会社ウォーターテック　東日本支店 機械

株式会社内田洋行 鋼構造・内装・電通

宇都宮土建工業株式会社 とび・塗装・造園・解体

宇都宮電子株式会社 電通・消防
株式会社HYSエンジニアリングサービス　サービス事業部　サービス本部 電通

株式会社エス・アイ・シー 電通
株式会社NHKテクノロジーズ　関東甲信越業務部 電通
NTT東日本－南関東　ビジネスイノベーション本部 電通

荏原商事株式会社　関東支社 機械・電通

株式会社荏原製作所　東京支社 機械

株式会社大林組  関東支店 大工・左官・とび・石・屋根・タイル・鋼構造・鉄筋・浚渫・鈑金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・造園・建具・解体

OKIクロステック株式会社 電通・消防

沖電気工業株式会社　首都圏営業本部 電通・消防

奥アンツーカ株式会社　東京支店 とび・造園

株式会社奥村組　東京支店 とび・鋼構造

オルガノ株式会社　環境事業部 機械
オルガノプラントサービス株式会社　関東事業所 機械

株式会社角藤　可動建築部 屋根・鋼構造・建具・※板金・※ガラス・※防水

川上建設株式会社 とび・浚渫・塗装・造園・解体

川重冷熱工業株式会社　東日本支社 機械

カワナベ工業株式会社 とび・防水

管水工業株式会社 浚渫

株式会社神田建設 とび・塗装・解体

カントー防災設備株式会社 消防

北関東綜合警備保障株式会社 電通・消防

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県外)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔県　外〕



業 種

等 級 業　　　　者　　　　名 業　　種

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県外)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔県　外〕

等級なし 木村電設工業株式会社 電通

共和化工株式会社　関東支店 タイル・機械・清掃・解体

協和機電工業株式会社　東京支店 機械

共和メンテナンス株式会社 機械

クシダ工業株式会社 機械・電通

株式会社クボタ　東京本社 とび・鋼構造・機械

クボタ環境サービス株式会社 機械

クボタ機工株式会社 東京支店 機械

クマリフト株式会社　東京支店 機械

KSS株式会社 とび・内装・機械

京成建設株式会社 とび・鋼構造・防水・解体

ケーブルテレビ株式会社 電通

光洋建設株式会社 とび・造園・解体

国土防災技術株式会社　宇都宮支店 とび・さく井

コトブキシーティング株式会社 とび・内装・機械

株式会社小林工業 とび・造園・解体

株式会社コンステック　東京支店 とび・塗装・防水・内装

株式会社斉藤組 とび・造園・解体

坂本工業株式会社 とび・解体

株式会社佐藤工務店 造園・解体

株式会社サミエル 機械

三機工業株式会社 機械・電通・消防・清掃

三協工業株式会社 機械・さく井
株式会社サンケン・エンジニアリング　東京本店 機械・電通

三晃工業株式会社 機械

三辰精工株式会社 機械・清掃

三信電工株式会社 とび・塗装・電通・解体

三精工事サービス株式会社　東京支店 機械

三精テクノロジーズ株式会社　東京支店 機械

株式会社三和メック とび
JFEアクアサービス機器株式会社　横浜営業所 機械

JFEエンジニアリング株式会社 機械

JFEテクノス株式会社 鋼構造・機械

株式会社塩浜工業　東京本部 大工・左官・とび・石・屋根・タイル・鋼構造・鉄筋・浚渫・板金・ガラス・塗装・防水・内装・機械・熱絶縁・建具・解体

株式会社システムエンジニアリング 機械・電通

株式会社島工業 機械

清水建設株式会社　関東支店 とび・タイル・鋼構造・浚渫・塗装・防水・内装・造園・消防・解体・※大工・※左官・※石・※屋根・※鉄筋・※鈑金・※ガラス・※熱絶縁・※建具

ジャパンエレベーターパーツ株式会社 機械

昭和工機株式会社 とび・塗装・機械



業 種

等 級 業　　　　者　　　　名 業　　種

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県外)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔県　外〕

等級なし ショーボンド建設株式会社　千葉支店 とび・鋼構造・塗装

白川舞台機構株式会社 機械

シンク・エンジニアリング株式会社 機械・電通
株式会社神鋼環境ソリューション　東京支社 機械

信号器材株式会社 とび・鋼構造・塗装・内装・電通・解体

株式会社新成エンジニアリング 鋼構造・機械・清掃

新日本工業株式会社　東京営業所 鋼構造・塗装
シンフォニアエンジニアリング株式会社　千葉営業所 機械
新明和工業株式会社　流体事業部　営業本部　関東支店 鋼構造・機械

株式会社水機テクノス 機械

水道機工株式会社　東京支店 機械
水ingエンジニアリング株式会社　首都圏支店 機械

株式会社スポーツ建設 造園

スポーツ施設株式会社 造園

株式会社スポーツテクノ和広 とび・造園

西武建設株式会社　東京支店 とび・鋼構造・浚渫・塗装・防水・内装・解体

セコム株式会社 内装・機械・電通・建具・消防

株式会社錢高組　千葉支店 とび・鋼構造・浚渫・内装・解体

第一公害プラント株式会社　長野支店 機械

ダイキン工業株式会社 機械

高橋カーテンウォール工業株式会社 機械

株式会社竹中工務店　東関東支店 とび・塗装・防水・内装・解体

田中電気株式会社 電通

株式会社丹青社 内装

地質基礎工業株式会社 とび・さく井

中央エレベーター工業株式会社 機械

株式会社中央コーポレーション　関東営業所 鋼構造

長永スポーツ工業株式会社 とび・内装・造園

株式会社長工業 機械・さく井

株式会社千代田組　第一本部 機械・電通
月島機械株式会社　水環境事業本部東京支社 機械
月島テクノメンテナンスサービス株式会社　千葉支店 機械

株式会社鶴見製作所　東京本社 鋼構造・機械

テスコ株式会社 とび・タイル・機械・清掃・解体

鉄建建設株式会社　東京支店 とび・鋼構造・浚渫・塗装・防水・内装・造園・解体
TEPCO光ネットワークエンジニアリング株式会社 電通

テルウェル東日本株式会社 電通

電気興業株式会社　中央営業部 とび・鋼構造・塗装・電通・解体

株式会社電業社機械製作所　関東支店 機械



業 種

等 級 業　　　　者　　　　名 業　　種

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県外)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔県　外〕

等級なし 電通工業株式会社 電通・消防
東京計器株式会社計測機器システムカンパニー 機械・電通・消防

東京パワーテクノロジー株式会社 大工・左官・とび・石・屋根・タイル・鋼構造・鉄筋・浚渫・板金・ガラス・塗装・防水・内装・機械・熱絶縁・造園・建具・消防・清掃・解体

東綱橋梁株式会社 とび・鋼構造・塗装

東芝インフラシステムズ　東関東支店 電通

東芝エレベータ株式会社　北関東支社 機械

東芝通信インフラシステムズ株式会社 電通

東武建設株式会社 とび・電通・造園・解体

東邦建株式会社 電通

東和スポーツ施設株式会社　東京営業所 とび

株式会社トーケミ　東部支店 機械

有限会社トーコーインテック 塗装・機械

戸田建設株式会社　関東支店 とび・鋼構造・内装・解体

株式会社巴コーポレーション　東京支店 鋼構造

ドリコ株式会社 とび・機械・さく井

株式会社酉島製作所　東京支社 機械

株式会社トレジャーボックス とび

中西工業株式会社 機械

株式会社中村製作所 とび・造園

株式会社ナガワ　東京支店 大工・解体

成瀬電気工事株式会社　東京支店 電通・消防

株式会社西原環境　関東支店 機械

西松建設株式会社　さいたま営業所 大工・とび・石・屋根・タイル・鋼構造・浚渫・塗装・内装・造園・解体

日勝スポーツ工業株式会社 とび・造園

日工マシナリー株式会社 鋼構造・機械

株式会社日さく　東日本支社 とび・さく井

日新電機株式会社  東京支社 電通

日水産業株式会社　関東事業所 とび・機械

日星ライナー株式会社 とび・塗装

日都産業株式会社　北関東営業所 とび・造園

日本エレベーター製造株式会社 機械

日本管財環境サービス　東京支店 大工・左官・とび・石・屋根・タイル・鋼構造・鉄筋・浚渫・鈑金・ガラス・塗装・防水・内装・機械・熱絶縁・建具・清掃・解体

日本管財株式会社　本社 塗装・防水・内装・機械・電通・建具・消防

日本コムシス株式会社　社会基盤事業本部 とび・鋼構造・ガラス・塗装・防水・内装・電通・解体

株式会社日本サーモエナー　南関東支社 機械

日本自動機工株式会社 鋼構造・機械

日本体育施設株式会社　東関東営業所 とび・造園

日本パーキングシステムサービス株式会社 機械

日本無線株式会社　関東支社 電通
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等 級 業　　　　者　　　　名 業　　種
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そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔県　外〕

等級なし 有限会社ノザワスポーツ とび・塗装・内装・造園

株式会社野田サクセン 機械・さく井

株式会社ハタノシステム 機械
パナソニックLSエンジニアリング株式会社  東京本部 タイル・内装・機械・電通・建具・消防

パナソニック環境エンジニアリング株式会社 機械
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　首都圏部門 機械・電通

阪神動力機械株式会社　東京支店 機械

株式会社ピーシーテレコム 電通
株式会社日立インダストリアルプロダクツ　公共営業本部 機械・電通

日立造船株式会社　東京本社 鋼構造・機械・清掃

株式会社日立ビルシステム　関東支社 屋根・タイル・板金・塗装・防水・内装・機械・電通・建具・消防

平石環境システム株式会社 とび・浚渫・機械

株式会社福島製作所　東京営業所 機械

藤井産業株式会社 機械・電通

フジカ濾水機株式会社 機械

株式会社富士グリーンテック　東京支社 とび・造園

富士建設工業株式会社 タイル・機械

株式会社フジタ　関東支店 とび・鋼構造・解体
藤田エンジニアリング株式会社　栃木支店 機械・電通

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　埼玉支社 内装・電通
株式会社富士通ゼネラル　情報通信ネットワーク営業部 電通

藤吉工業株式会社 機械

扶桑電通株式会社 電通
古河産機システムズ株式会社　コントラクタ本部 鋼構造・機械・清掃
文化シャッターサービス株式会社　関越サービス支店 内装・建具

平成理研株式会社 とび・機械・電通・解体

株式会社ベルテクノ 鋼構造

株式会社マイクロエレベーター 機械
株式会社前澤エンジニアリングサービス　関東支店 鋼構造・機械

前澤工業株式会社  北関東支店 鋼構造・機械

松井建設株式会社　東京支店 大工・左官・とび・石・屋根・タイル・鋼構造・鉄筋・浚渫・鈑金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・造園・建具・解体

株式会社松村電機製作所　東京支店 機械

株式会社丸電 電通・消防

丸茂電機株式会社 機械

美津濃株式会社　東京支店 造園

株式会社ミゾタ　東京支店 鋼構造・機械

三井住友建設株式会社 とび・鋼構造・解体

三菱化工機株式会社　環境営業部 機械・清掃

三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 機械・電通
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等級なし 三菱電機株式会社社会システム第一部 機械・電通
三菱電機ビルテクノサービス株式会社　首都圏支社 塗装・防水・内装・機械・建具

三峰無線株式会社　東京支店 電通

宮地エンジニアリング株式会社 とび・鋼構造・解体

むつみ造園土木株式会社 とび・造園

明和工業株式会社　千葉営業所 とび・鋼構造・塗装

メタウォーター株式会社 機械・電通・清掃
メタウォーターサービス株式会社　事業推進本部 機械

森平舞台機構株式会社 機械

森松工業株式会社 鋼構造・機械

矢木コーポレーション株式会社 とび・鋼構造・塗装・電通・造園

矢澤フェロマイト株式会社 機械

八洲電機株式会社　産業システム本部 機械・電通

矢田工業株式会社 とび･鋼構造･塗装・機械

株式会社山中組 とび・造園・解体

ヤマハサウンドシステム株式会社 電通
ヤンマーエネルギーシステム株式会社　東京支社 機械

ライト工業株式会社　関東防災統括支店 とび・石・鋼構造・塗装

理水化学株式会社　東京支店 機械
菱光リフト東北株式会社 機械
※･･･500万円未満


