
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

前田建設工業株式会社　茨城営業所 1,965 特定 日本国土開発株式会社　茨城営業所 1,670 特定 佐田建設株式会社　茨城支店 1,392 特定

株式会社安藤・間　水戸営業所 1,913 特定 大和ハウス工業株式会社　茨城支社 1,614 特定 株式会社新井組　茨城営業所 1,391 特定

五洋建設株式会社　茨城営業所 1,907 特定 川田建設株式会社　茨城営業所 1,581 特定 株木建設株式会社　茨城本店 1,388 特定

A 東鉄工業株式会社　水戸支店 1,891 特定 株式会社淺沼組　茨城営業所 1,544 特定 極東興和株式会社　茨城営業所 1,388 特定

株式会社鴻池組　茨城営業所 1,841 特定 りんかい日産建設株式会社　水戸支店 1,537 特定 長谷川体育施設株式会社　茨城営業所 1,355 特定

1,000万円以上 東亜建設工業株式会社　茨城営業所 1,824 特定 株式会社加藤建設　茨城営業所 1,513 特定 コーアツ工業株式会社　茨城営業所 1,355 特定

1,300点以上 東洋建設株式会社　茨城営業所 1,822 特定 日特建設株式会社　水戸営業所 1,502 特定

株式会社ピーエス三菱　茨城営業所 1,735 特定 株式会社IHIインフラ建設　茨城営業所 1,452 特定

青木あすなろ建設株式会社　茨城営業所 1,693 特定 東亜道路工業株式会社　茨城支店 1,437 特定

株式会社関電工　茨城支店 1,684 特定 株式会社日本ピーエス　茨城営業所 1,431 特定

オリエンタル白石株式会社　茨城営業所 1,671 特定 昭和コンクリート工業株式会社　茨城営業所 1,427 特定

若築建設株式会社　茨城営業所 1,670 特定 株式会社安部日鋼工業　東関東営業所 1,420 特定

坂田建設株式会社　北関東支店 1,295 特定 田口建設工業株式会社 1,044 特定 株式会社鯉淵工業 946 特定

三英電業株式会社　北関東支店茨城営業所 1,285 特定 樋口土木株式会社 1,042 特定 仙波建設株式会社 943 特定

株式会社ヤマト　茨城営業所 1,261 特定 キムラ工業株式会社 1,038 特定 株式会社端工務店 942 特定

株式会社岡部工務店 1,257 特定 成島建設株式会社 1,031 特定 東亜工業株式会社 942 特定

鈴縫工業株式会社 1,229 特定 小沢道路株式会社 1,030 特定 有限会社よこすか建設 934 特定

株式会社フソウ　茨城営業所 1,216 特定 株式会社平野産業 1,030 特定 野口機設工業株式会社 934 特定

株式会社ユーディケー　茨城営業所 1,203 特定 新井土木株式会社 1,029 特定 佐々木建設株式会社 932 特定

B 管清工業株式会社　茨城営業所 1,197 特定 株式会社磯建 1,023 特定 株式会社大和田建設 930 特定

河本工業株式会社　茨城支店 1,193 特定 山菊開発株式会社　古河支店 1,022 特定 髙塚建設工業株式会社 929 特定

500万円以上 常総開発工業株式会社 1,177 特定 常陽建設株式会社 1,020 特定 株式会社アレスコ 924 特定

3,000万円未満 昭和建設株式会社 1,176 特定 大昭建設株式会社 1,018 特定 中和建設株式会社 924 特定

菅原建設株式会社 1,175 特定 横信建材工業株式会社 1,012 特定 森田建設工業株式会社 922 特定

900点以上 三ツ和総合建設業協同組合　茨城営業所 1,175 特定 市村土建株式会社 1,006 特定 株式会社綿正工務店 920 特定

1,300点未満 株式会社秋山工務店 1,171 特定 令和建設株式会社 1,004 特定 株式会社横河NSエンジニアリング 920 特定

クレハ錦建設株式会社　関東支店 1,163 特定 日立土木株式会社 990 特定 斎藤商事株式会社 913 特定

日本ファブテック株式会社　橋梁事業本部 1,153 特定 松本建設株式会社　つくば支店 986 特定 大平建設株式会社 911 特定

日瀝道路株式会社　県南営業所 1,136 特定 塚田建材株式会社 980 特定 株式会社河野工務店 910 特定

株式会社大貫工務店 1,101 特定 細谷建設工業株式会社 975 特定 株式会社染谷工務店 907 特定

日東エンジニアリング株式会社 1,097 特定 谷原建設株式会社 967 特定 赤塚工業株式会社 906 特定

株式会社大曽根建設 1,090 特定 環境保全事業株式会社 966 特定 株式会社小倉工務店 901 特定

舘野建設株式会社　結城営業所 1,081 特定 西野工業株式会社 965 特定 松浦建設株式会社 901 特定

株式会社増渕組　茨城営業所 1,069 特定 株式会社根本工業 965 特定

荏原実業株式会社　茨城営業所 1,056 特定 平成建設株式会社 963 特定

日興建設株式会社 1,045 特定 株式会社成財基業 946 特定

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

土　木　一　式　工　事　〔市　外〕

計30社

計69社



業　　　　　種
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令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

土　木　一　式　工　事　〔市　外〕

小貫建設株式会社 899 特定 茨城県県南造園土木協業組合 827 特定 つくば環境エンジニアリング株式会社 756 特定

丸三商事工業株式会社 895 特定 斉藤工事株式会社 825 特定 株式会社山本工務店 754 特定

中川理水建設株式会社 892 特定 北條工業株式会社 825 特定 株式会社鶴亀 752 特定

株式会社浅川建設 886 特定 株式会社石島建設 824 特定 ナブコシステム株式会社　つくば営業所 749 特定

加藤建設工業株式会社 886 特定 株式会社松浦工務店 819 特定 小西株式会社 748 特定

トキワ建設株式会社 885 特定 コスモ綜合建設株式会社 819 特定 有限会社鈴太組 746 一般

株式会社要建設 885 特定 サンワ設計株式会社 818 特定 株式会社神立設備 743 一般

株式会社アコオ 881 特定 株式会社飯野工業 810 特定 株式会社建翔 740 一般

坂東工業株式会社 881 特定 白田工建株式会社 809 特定 株式会社安田建設 735 特定

大木建設株式会社 880 特定 常陽水道工業株式会社 806 特定 菊地設備工業株式会社 733 特定

株式会社第一テクノ　茨城営業所 880 特定 株式会社大洋 800 特定 株式会社田村工務店　　　 728 一般

株式会社フルヤ建商 880 特定 株式会社石塚造園 799 一般 県西建設業協同組合 727 一般

株式会社タカノ重機土木 878 特定 株式会社古川技建 798 一般 茨城道路株式会社 720 特定

Ｃ 暁飯島工業株式会社 874 特定 第一熱学建設株式会社 798 特定 株式会社富田工業 718 特定

昱株式会社　茨城支店 874 特定 北条工業株式会社 794 特定 正和産業株式会社 709 一般

1,000万円未満 株式会社下妻建設 873 特定 株式会社葵建設工業 792 特定 株式会社熊本商店　水戸支店 708 特定

900点未満 ライナー建設株式会社 870 特定 大塚工業株式会社 784 一般 日化メンテナンス株式会社　東日本支店茨城営業所 706 特定

株式会社石塚建設 869 特定 株式会社久工 783 特定 株式会社プラントサービス 704 一般

株式会社三幸 858 特定 株式会社千本杉 782 一般 有限会社総和解体工業 702 一般

山下工業株式会社 857 特定 株式会社アイ・ロード 782 一般 株式会社秋葉工業 701 特定

株式会社水戸グリーンサービス 856 特定 株式会社マルニ工業 780 特定 株式会社光商社 699 一般

株式会社中城 855 特定 パルつくば株式会社 780 特定 山中建設工業株式会社 695 特定

倉田建材有限会社 854 特定 老沼総合建設株式会社 780 特定 株式会社前沢設備 694 一般

鈴木鉄工建設株式会社 847 特定 昭和造園土木株式会社 779 特定 清和工業株式会社 694 特定

株式会社水庭農園 843 特定 株式会社田口建設 777 特定 株式会社大介工業 694 特定

塚田造園建設株式会社 841 特定 土浦造園株式会社 773 特定 株式会社フジクリーン茨城 693 一般

株式会社三共建設 840 特定 株式会社シイナクリーン 769 一般 株式会社茨交 692 一般

株式会社鈴木良工務店 837 特定 羽黒石材工業株式会社 767 特定 株式会社ゴヨー 691 特定

大和土建株式会社 836 特定 三協設備株式会社 765 特定 株式会社アンペル 690 一般

第一造園土木株式会社 834 特定 根崎解体工事株式会社 761 特定 株式会社ゲット 687 一般

株式会社近藤工務店 831 特定 株式会社関東エルエンジニアリング 760 特定 株式会社茨城クリーンメディック 684 一般

株式会社ヤマシン 828 特定 株式会社植田建設工業 758 特定 株式会社大洋工事 679 特定

いなほ工業株式会社 828 特定 株式会社清水建設 757 特定 常愛建設協同組合 676 一般



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

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

土　木　一　式　工　事　〔市　外〕

日動起業株式会社 668 一般

鹿島栄興防災株式会社 666 一般

有限会社磯山建装工業 665 一般

川村工業株式会社 664 一般

髙野工業株式会社 664 特定

株式会社塚本建装 663 一般

有限会社雨谷工業 661 一般

株式会社大成設備工業 658 一般

株式会社日の丸商事 658 一般

有限会社トヨダ 650 一般

酒寄電気工業株式会社 650 一般

常盤工事株式会社 640 一般

Ｃ 小口設備工業株式会社 633 一般

フルヤ緑販株式会社 629 一般

1,000万円未満 株式会社新栄設備工業 621 特定

900点未満 下妻施設管理株式会社 615 一般

株式会社ＫＡＩＸＩＡ 614 特定

常陽環整株式会社 605 一般

株式会社正安 603 一般

株式会社平井商店 570 一般

小河原セメント工業株式会社 565 一般

五頭産業株式会社 557 一般

株式会社岩瀬双葉 556 一般

富士協和工業株式会社 542 一般

株式会社小島ポンプ 536 一般

※･･･500万円未満

計124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

大和ハウス工業株式会社　茨城支社 1,979 特定 株式会社淺沼組茨城営業所 1,758 特定 坪井工業株式会社　茨城支店 1,401 特定

A 前田建設工業株式会社　茨城営業所 1,969 特定 東鉄工業株式会社　水戸支店 1,745 特定 株木建設株式会社　茨城本店 1,400 特定

株式会社安藤・間　水戸営業所 1,932 特定 東洋建設株式会社　茨城営業所 1,707 特定 株式会社小川建設　取手営業所 1,375 特定

1,000万円以上 株式会社鴻池組　茨城営業所 1,909 特定 青木あすなろ建設株式会社　茨城営業所 1,705 特定 鈴縫工業株式会社 1,324 特定

1,300点以上 五洋建設株式会社　茨城営業所 1,879 特定 関東建設工業株式会社　茨城営業所 1,641 特定 河本工業株式会社　茨城支店 1,312 特定

株式会社熊谷組　首都圏支店　茨城営業所 1,872 特定 りんかい日産建設株式会社　水戸支店 1,509 特定

大和リース株式会社　水戸支店 1,854 特定 日成ビルド工業株式会社　水戸支店 1,455 特定

日本国土開発株式会社　茨城営業所 1,763 特定 佐田建設株式会社　茨城支店 1,440 特定

坂田建設株式会社　北関東支店 1,287 特定 菅原建設株式会社 1,049 特定 株式会社大曽根建設 963 特定

郡リース株式会社　水戸支店 1,282 特定 株式会社石島建設 1,049 特定 株式会社鶴亀 960 特定

クレハ錦建設株式会社　関東支店 1,271 特定 株式会社三共建設 1,047 特定 株式会社大和田建設 959 特定

株式会社秋山工務店 1,235 特定 松本建設株式会社　つくば支店 1,043 特定 平成建設株式会社 951 特定

B 株式会社増渕組　茨城営業所 1,219 特定 株式会社日立システムズ　茨城支店 1,043 特定 株式会社要建設 949 特定

株式会社岡部工務店 1,217 特定 株式会社葵建設工業 1,034 特定 パルつくば株式会社 947 特定

500万円以上 株式会社日立プラントサービス　茨城支店 1,215 特定 谷原建設株式会社 1,032 特定 荏原実業株式会社　茨城営業所 947 特定

3,000万円未満 常総開発工業株式会社 1,211 特定 株式会社山本工務店 1,028 特定 森田建設工業株式会社 939 特定

昭和建設株式会社 1,205 特定 日興建設株式会社 1,025 特定 細谷建設工業株式会社 933 特定

900点以上 三ツ和総合建設業協同組合　茨城営業所 1,144 特定 令和建設株式会社 1,017 特定 株式会社小倉工務店 925 特定

1,300点未満 株式会社大貫工務店 1,138 特定 サンワ設計株式会社 1,016 特定 株式会社浅川建設 914 特定
三和シヤッター工業株式会社　つくばメンテサービスセンター 1,116 特定 中和建設株式会社 1,009 特定 横信建材工業株式会社 909 特定

コスモ綜合建設株式会社 1,105 特定 大昭建設株式会社 1,001 特定 株式会社松浦工務店 907 特定

株式会社染谷工務店 1,097 特定 赤塚工業株式会社 995 特定 株式会社関根工務店 907 特定

成島建設株式会社 1,086 特定 塚田建材株式会社 988 特定

株式会社田村工務店　　　 1,078 特定 松浦建設株式会社 985 特定

日立土木株式会社 1,059 特定 髙塚建設工業株式会社 971 特定

坂東工業株式会社 1,057 特定 鈴木鉄工建設株式会社 965 特定

株式会社鈴木良工務店 1,050 特定 株式会社河野工務店 965 特定

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

建　築　一　式　工　事　〔市　外〕

計21社

計52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

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

建　築　一　式　工　事　〔市　外〕

常陽建設株式会社 893 特定 株式会社大洋 737 一般 株式会社田口建設 647 特定

株式会社西山工務店 888 特定 株式会社東建商 730 一般 株式会社新栄設備工業 645 一般

株式会社下妻建設 884 特定 塚田造園建設株式会社 720 特定 株式会社染野製作所 608 一般

丸三商事工業株式会社 883 特定 田口建設工業株式会社 719 特定 株式会社阿波屋 604 一般

株式会社清水建設 882 特定 株式会社日立塗工店 705 一般 株式会社久工 601 一般

大木建設株式会社 867 特定 大和土建株式会社 703 一般 株式会社マルニ工業 577 特定

有限会社よこすか建設 867 特定 株式会社大介工業 700 特定 ※株式会社ピーエス三菱　茨城営業所 ― 特定

山中建設工業株式会社 865 特定 有限会社神原防水工業 696 一般

株式会社アコオ 865 特定 大平建設株式会社 695 特定

仙波建設株式会社 864 特定 トキワ建設株式会社 693 特定

昱株式会社　茨城支店 864 一般 大塚工業株式会社 693 一般

C 株式会社アレスコ 852 特定 株式会社サトウ塗工社 691 一般

株式会社富田工業 846 特定 株式会社トミデン 689 特定

１,000万円未満 小西株式会社 844 特定 山下工業株式会社 685 特定

900点未満 株式会社端工務店 840 特定 白田工建株式会社 684 特定

株式会社根本工業 837 特定 加藤建設工業株式会社 679 一般

市村土建株式会社 830 特定 倉田建材有限会社 674 一般

株式会社ヒロサワ 829 特定 新生ビルテクノ株式会社　北関東支店 673 一般

環境保全事業株式会社 820 特定 鈴木鉄工株式会社 668 一般

日東エンジニアリング株式会社 815 特定 有限会社鈴太組 665 一般

暁飯島工業株式会社 814 特定 川村工業株式会社 664 特定

小貫建設株式会社 800 特定 株式会社暁恒産 661 一般

佐々木建設株式会社 792 特定 飯村機電工業株式会社　水戸支店 654 一般

株式会社成財基業 767 一般 中山技研株式会社 653 一般

ナカヤ建設株式会社 752 特定 有限会社磯山建装工業 653 一般

株式会社磯建 743 一般 根崎解体工事株式会社 652 特定

株式会社塚本建装 740 特定 髙野工業株式会社 651 特定

株式会社近藤工務店 740 特定 株式会社日の丸商事 651 一般

株式会社菊正塗装店 739 一般 柳澤工業株式会社 649 一般

北条工業株式会社 738 一般 植田防水工業株式会社 648 一般

※･･･500万円未満

計67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

株式会社きんでん　茨城営業所 2,011 特定 日本電技株式会社　つくば支店 1,570 特定 NECフィールディング株式会社　茨城支店 1,303 特定

株式会社関電工　茨城支店 1,991 特定 株式会社ミライト　茨城支店 1,559 特定 株式会社日立プラントサービス　茨城支店 1,263 特定

株式会社日立製作所　茨城支店 1,957 特定 横河ソリューションサービス株式会社　鹿島営業所 1,541 特定 リコージャパン株式会社　茨城支社　公共文教営業部 1,252 一般

日本電設工業株式会社　茨城営業所 1,924 特定 昱株式会社　茨城支店 1,501 特定 福井電機株式会社　茨城営業所 1,219 特定

A アズビル株式会社ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｵｰﾄﾒｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ　茨城営業所 1,876 特定 シンフォニアテクノロジー株式会社　茨城営業所 1,492 特定 東洋建設株式会社　茨城営業所 1,159 特定

株式会社ユアテック　茨城営業所 1,872 特定 三英電業株式会社　北関東支店茨城営業所 1,444 特定 イガラシ綜業株式会社 1,111 特定

1,000万円以上 東光電気工事株式会社　東関東支社内線部つくば営業所 1,825 特定 株式会社日立システムズ　茨城支店 1,442 特定

1,100点以上 栗原工業株式会社　茨城営業所 1,781 特定 株式会社明電エンジニアリング　茨城営業所 1,431 特定
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社　東日本支社東関東支店鹿島営業所 1,677 特定 ジョンソンコントロールズ株式会社　つくば営業所 1,399 特定
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　茨城第二営業所 1,637 特定 株式会社オーテック　環境システム事業部東関東支店 1,375 特定

株式会社HEXELWorks　茨城支店 1,633 特定 株式会社第一テクノ　茨城営業所 1,368 特定

新生テクノス株式会社　茨城営業所 1,611 特定 株式会社ヤマト　茨城営業所 1,358 特定

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　茨城営業所 1,607 特定 株式会社ジーエス・ユアサ　フィールディングス　茨城営業所 1,336 特定

ダイダン株式会社　茨城営業所 1,574 特定 荏原実業株式会社　茨城営業所 1,328 特定

東進電気株式会社　取手支店 1,077 特定 栗山電気株式会社 908 特定 鈴縫工業株式会社 821 特定

センター電機株式会社 1,073 特定 矢野電設株式会社 906 特定 株式会社ブロード 814 一般

河村電気工事株式会社 1,029 特定 協進電設株式会社 894 特定 昭和建設株式会社 809 特定

株式会社つくば電気通信 1,028 特定 株式会社三友 890 特定 暁飯島工業株式会社 809 一般

株式会社日電　茨城支店 1,026 特定 日興通信株式会社　鹿島支店 885 一般 株式会社入江電機工業所 803 一般

B 栗原電業株式会社 1,016 特定 満和電気工業株式会社 881 特定 佐藤電設株式会社 802 一般

根本電興株式会社 1,016 特定 常伸電通システム株式会社 881 一般

500万円以上 株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング　鹿島営業所 995 特定 株式会社平和電気 878 特定

2,000万円未満 株式会社関東エルエンジニアリング 980 特定 メイデン株式会社 876 特定

太陽計測株式会社　つくば営業所 964 特定 吉原電機工業株式会社 876 特定

800点以上 株式会社トミデン 964 特定 株式会社アンペル 872 一般

1,100点未満 大堀電気工事株式会社 955 特定 株式会社武井電設 867 特定

大島電気株式会社 947 特定 熊倉電気株式会社 860 特定

泰明電設株式会社 945 特定 大和電気工事株式会社 856 特定

前田電気株式会社 944 特定 狩谷電機株式会社 854 特定

東神電池工業株式会社 934 特定 三光電工株式会社 841 特定

斎藤商事株式会社 933 特定 川村工業株式会社 838 特定

佐田建設株式会社　茨城支店 933 特定 トキワ通信工業株式会社 834 特定

水戸通信工業株式会社 923 特定 日化メンテナンス株式会社　東日本支店茨城営業所 829 一般

株式会社イバデン 919 特定 株式会社国分電気 825 一般

大堀メンテナンス株式会社 910 特定 酒寄電気工業株式会社 821 特定

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

電　気　工　事　〔市　外〕

計34社

計48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

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

電　気　工　事　〔市　外〕

株式会社秋山工務店 796 特定 株式会社鈴木電気工事 655 一般

国際ビルサービス株式会社　茨城支店 794 特定 タカラビルメン株式会社 647 一般

茨城道路株式会社 792 特定 株式会社要建設 643 特定

常陽水道工業株式会社 786 特定 株式会社新栄設備工業 623 特定

株式会社テックエンジニアリング 786 特定 株式会社ジェイエスケイ 622 一般

株式会社ニューライフ 783 一般 日本防災株式会社 618 一般

株式会社久工 772 特定 サンプラント株式会社 616 一般

株式会社生井電気 768 特定 株式会社アビック 598 一般

中川理水建設株式会社 766 特定 株式会社マルニ工業 577 一般

第一熱学建設株式会社 763 一般 富士協和工業株式会社 526 一般

Ｃ 株式会社アコオ 761 特定 ※株木建設株式会社　茨城本店 ― 特定

岡田電業株式会社 760 特定

1,000万円未満 新生ビルテクノ株式会社　北関東支店 753 一般

800点未満 宮本電業株式会社 750 一般

株式会社プラントサービス 749 一般

日立綜合防災株式会社 743 一般

渡辺電気工事株式会社 742 一般

飯村機電工業株式会社　水戸支店 739 特定

西野工業株式会社 722 特定

株式会社暁恒産 722 一般

下妻施設管理株式会社 721 一般

株式会社アクアプラントテック 720 一般

株式会社和電 711 特定

株式会社日創工業 701 一般

株式会社綿引無線 687 一般

株式会社ゴヨー 682 特定

東日本電気興業株式会社 677 一般

鹿島栄興防災株式会社 669 一般

※･･･500万円未満

計39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

東亜道路工業株式会社　茨城支店 1,656 特定 前田建設工業株式会社　茨城営業所 1,297 特定

A 株式会社関電工　茨城支店 1,553 特定 株式会社安藤・間　水戸営業所 1,209 特定

長谷川体育施設株式会社　茨城営業所 1,414 特定 佐田建設株式会社　茨城支店 1,182 特定

1,000万円以上 五洋建設株式会社　茨城営業所 1,388 特定 東洋建設株式会社　茨城営業所 1,131 特定

1,100点以上 株式会社加藤建設　茨城営業所 1,320 特定 昭和建設株式会社 1,126 特定

日瀝道路株式会社　県南営業所 1,308 特定

株式会社鴻池組　茨城営業所 1,091 特定 常総開発工業株式会社 909 特定 加藤建設工業株式会社 850 特定

大和ハウス工業株式会社　茨城支社 1,087 特定 市村土建株式会社 905 特定 若築建設株式会社　茨城営業所 848 特定

鈴縫工業株式会社 1,081 特定 令和建設株式会社 904 特定 大平建設株式会社 845 特定

河本工業株式会社　茨城支店 1,077 特定 株式会社ユーディケー　茨城営業所 902 特定 株式会社大和田建設 841 特定

東亜建設工業株式会社　茨城営業所 1,074 特定 横信建材工業株式会社 900 特定 谷原建設株式会社 836 特定

りんかい日産建設株式会社　水戸支店 1,059 特定 株式会社新井組　茨城営業所 899 特定 株式会社河野工務店 830 特定

株式会社岡部工務店 1,055 特定 環境保全事業株式会社 896 特定 ライナー建設株式会社 829 特定

株式会社秋山工務店 1,048 特定 新井土木株式会社 894 特定 株式会社綿正工務店 826 特定

舘野建設株式会社　結城営業所 1,030 特定 成島建設株式会社 891 特定 松浦建設株式会社 825 特定

株式会社増渕組　茨城営業所 1,025 特定 株式会社根本工業 886 特定 株式会社タカノ重機土木 823 特定

B 山菊開発株式会社　古河支店 1,025 特定 野口機設工業株式会社 883 特定 株式会社石塚建設 823 特定

三ツ和総合建設業協同組合　茨城営業所 1,009 特定 株式会社鯉淵工業 881 特定 山下工業株式会社 820 特定

500万円以上 小沢道路株式会社 1,008 特定 管清工業株式会社　茨城営業所 880 特定 株式会社浅川建設 816 特定

2,000万円未満 菅原建設株式会社 1,006 特定 細谷建設工業株式会社 880 特定 株式会社下妻建設 813 特定

日東エンジニアリング株式会社 977 特定 株式会社端工務店 879 特定 株式会社日本ピーエス　茨城営業所 809 特定

800点以上 キムラ工業株式会社 976 特定 大昭建設株式会社 873 特定 倉田建材有限会社 807 特定

1,100点未満 東亜工業株式会社 970 特定 株式会社淺沼組　茨城営業所 872 特定 株式会社染谷工務店 807 特定

株式会社平野産業 965 特定 株式会社アレスコ 872 特定 北條工業株式会社 807 特定

株式会社大貫工務店 954 特定 川田建設株式会社　茨城営業所 872 特定 森田建設工業株式会社 805 特定

株木建設株式会社　茨城本店 952 特定 松本建設株式会社　つくば支店 869 特定 株式会社飯野工業 801 特定

オリエンタル白石株式会社　茨城営業所 939 特定 塚田建材株式会社 868 特定 トキワ建設株式会社 801 特定

株式会社大曽根建設 939 特定 株式会社成財基業 868 特定 常陽建設株式会社 800 特定

株式会社磯建 934 特定 小貫建設株式会社 867 特定

樋口土木株式会社 930 特定 日立土木株式会社 866 特定

有限会社よこすか建設 929 特定 仙波建設株式会社 861 特定

田口建設工業株式会社 920 特定 髙塚建設工業株式会社 852 特定

日興建設株式会社 919 特定 西野工業株式会社 851 特定

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

舗　装　工　事　〔市　外〕

計76社

計11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

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

舗　装　工　事　〔市　外〕

株式会社小倉工務店 798 特定 株式会社三幸 695 特定 株式会社大介工業 594 特定

暁飯島工業株式会社 794 特定 株式会社植田建設工業 692 特定 株式会社茨城クリーンメディック 588 一般

株式会社要建設 793 特定 株式会社アンペル 690 一般 小口設備工業株式会社 584 一般

佐々木建設株式会社 781 特定 大塚工業株式会社 690 一般 株式会社正安 558 一般

中和建設株式会社 777 特定 大木建設株式会社 689 特定 五頭産業株式会社 557 一般

株式会社アコオ 775 特定 株式会社茨交 688 一般 小河原セメント工業株式会社 553 一般

コスモ綜合建設株式会社 768 特定 いなほ工業株式会社 687 特定 株式会社平井商店 549 一般

老沼総合建設株式会社 766 特定 有限会社鈴太組 687 一般 株式会社岩瀬双葉 538 一般

株式会社ヤマシン 765 特定 株式会社秋葉工業 686 特定 ※坂東工業株式会社 ― 特定

株式会社中城 759 特定 三協設備株式会社 686 特定 ※株式会社安田建設 ― 特定

大和土建株式会社 754 特定 羽黒石材工業株式会社 685 特定

株式会社水戸グリーンサービス 751 特定 株式会社ゴヨー 685 特定

赤塚工業株式会社 745 特定 株式会社シイナクリーン 683 一般

斎藤商事株式会社 745 特定 株式会社フジクリーン茨城 678 一般

C 株式会社松浦工務店 743 特定 第一熱学建設株式会社 671 特定

株式会社フルヤ建商 742 特定 鹿島栄興防災株式会社 666 一般

1,000万円未満 丸三商事工業株式会社 742 特定 昭和造園土木株式会社 665 一般

800点未満 株式会社田口建設 737 特定 株式会社石塚造園 664 一般

鈴木鉄工建設株式会社 735 特定 株式会社鶴亀 663 特定

白田工建株式会社 730 特定 日動起業株式会社 661 一般

北条工業株式会社 721 特定 山中建設工業株式会社 652 特定

茨城道路株式会社 720 特定 株式会社日の丸商事 650 一般

株式会社アイ・ロード 719 一般 酒寄電気工業株式会社 645 一般

株式会社千本杉 714 一般 株式会社清水建設 643 特定

塚田造園建設株式会社 712 特定 株式会社久工 638 特定

株式会社大洋 712 特定 根崎解体工事株式会社 634 特定

県西建設業協同組合 710 一般 常愛建設協同組合 630 一般

株式会社葵建設工業 706 特定 つくば環境エンジニアリング株式会社 619 特定

株式会社建翔 704 一般 有限会社総和解体工業 619 一般

株式会社マルニ工業 700 特定 株式会社富田工業 614 特定

第一造園土木株式会社 697 特定 下妻施設管理株式会社 610 一般

茨城県県南造園土木協業組合 697 特定 株式会社大洋工事 609 特定

斉藤工事株式会社 695 特定 株式会社雨谷工業 595 一般

※･･･500万円未満

計76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

高砂熱学工業株式会社　茨城営業所 1,944 特定 須賀工業株式会社　茨城出張所 1,611 特定 暁飯島工業株式会社 1,289 特定

新菱冷熱工業株式会社　筑波営業所 1,938 特定 株式会社ヤマト　茨城営業所 1,592 特定 福井電機株式会社　茨城営業所 1,229 特定

株式会社大氣社　茨城営業所　 1,858 特定 株式会社ユアテック　茨城営業所 1,565 特定 日本調理機株式会社　茨城営業所 1,216 一般

ダイダン株式会社　茨城営業所 1,817 特定 第一工業株式会社　茨城営業所 1,498 特定 昱株式会社　茨城支店 1,162 特定

A 東洋熱工業株式会社　関東支店茨城営業所 1,771 特定 ジョンソンコントロールズ株式会社　つくば営業所 1,478 特定 東洋建設株式会社　茨城営業所 1,133 特定

株式会社朝日工業社　茨城営業所 1,757 特定 川崎設備工業株式会社　東関東支店 1,472 特定

1,000万円以上 株式会社テクノ菱和　茨城支店 1,744 特定 日本ファシリオ株式会社　関東支店 1,439 特定

1,100点以上 三建設備工業株式会社　茨城営業所 1,729 特定 タニコー株式会社　つくば営業所 1,417 一般

株式会社日立プラントサービス　茨城支店 1,647 特定 株式会社日設　茨城営業所 1,310 特定

大成温調株式会社　茨城営業所 1,625 特定 株式会社日立システムズ　茨城支店 1,298 特定

株式会社関電工　茨城支店 1,617 特定 日本電技株式会社　つくば支店 1,298 特定

株式会社宮本冷機 1,092 特定 株式会社秋葉工業 893 特定 イガラシ綜業株式会社 818 特定

NECフィールディング株式会社　茨城支店 1,087 一般 株式会社オーテック　環境システム事業部東関東支店 892 一般 株木建設株式会社　茨城本店 817 特定
日化メンテナンス株式会社　東日本支店茨城営業所 1,046 特定 株式会社三幸 885 特定 株式会社日創工業 817 一般

株式会社第一テクノ　茨城営業所 1,045 特定 中川理水建設株式会社 871 特定 大塚工業株式会社 813 一般

飯村機電工業株式会社　水戸支店 1,026 特定 ホシザキ北関東株式会社　つくば営業所 871 特定 常盤工事株式会社 804 一般

B 清和工業株式会社 1,017 特定 株式会社大貫工務店 870 特定 アクアテクノ株式会社 802 一般

佐田建設株式会社　茨城支店 1,016 特定 株式会社フジクリーン茨城 863 特定

500万円以上 株式会社関東エルエンジニアリング 991 特定 いなほ工業株式会社 860 特定

2,000万円未満 常陽水道工業株式会社 971 特定 株式会社前沢設備 860 特定

第一熱学建設株式会社 966 特定 株式会社プラントサービス 860 一般

800点以上 菊地設備工業株式会社 934 特定 昭和建設株式会社 852 特定

1,100点未満 センター電機株式会社 934 特定 株式会社ヤナシマ 844 特定

川村工業株式会社 905 特定 サイワイ商事株式会社 844 一般

三協設備株式会社 905 特定 鈴縫工業株式会社 843 特定

株式会社新栄設備工業 902 特定 西野工業株式会社 841 特定

株式会社ゴヨー 902 特定 国際ビルサービス株式会社　茨城支店 838 特定

株式会社大成設備工業 901 特定 三英物産株式会社 825 一般

株式会社イバデン 897 特定 株式会社トミデン 825 特定

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

管　工　事　〔市　外〕

計27社

計42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

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

管　工　事　〔市　外〕

赤塚工業株式会社 798 特定 富士協和工業株式会社 698 一般 白田工建株式会社 586 一般

株式会社秋山工務店 796 特定 株式会社石塚建設 696 一般 株式会社チクセイ２１ 557 一般

株式会社アクアプラントテック 794 特定 メイデン株式会社 695 一般 ※大島電気株式会社 ― 一般

株式会社ニューライフ 794 一般 細谷建設工業株式会社 694 特定

新生ビルテクノ株式会社　北関東支店 792 一般 株式会社シイナクリーン 693 一般

成島建設株式会社 777 一般 トキワ建設株式会社 693 特定

株式会社神立設備 774 特定 株式会社小島ポンプ 688 一般

株式会社トーコー産業　水戸営業所 770 一般 塚田造園建設株式会社 687 一般

株式会社武井電設 769 一般 株式会社光商社 684 一般

野口機設工業株式会社 765 一般 斉藤工事株式会社 683 特定

株式会社カンエイ 763 一般 大和土建株式会社 683 一般

C 大堀電気工事株式会社 761 一般 大昭建設株式会社 681 特定

株式会社古川技建 757 一般 加藤建設工業株式会社 679 一般

1,000万円未満 株式会社暁恒産 756 一般 株式会社雨谷工業 675 一般

800点未満 大堀メンテナンス株式会社 753 特定 関東ビルサービス株式会社 674 一般

株式会社成財基業 751 一般 大平建設株式会社 672 特定

斎藤商事株式会社 750 特定 常陽メンテナンス株式会社　首都圏事業部 671 一般

常陽環整株式会社 750 一般 サンプラント株式会社 666 一般

常総開発工業株式会社 745 特定 株式会社富田工業 654 一般

河村電気工事株式会社 740 一般 丸三商事工業株式会社 651 一般

株式会社石島建設 738 特定 株式会社平井商店 649 一般

小口設備工業株式会社 737 一般 株式会社田口建設 645 特定

谷原建設株式会社 735 一般 株式会社要建設 643 一般

株式会社平野産業 734 一般 株式会社清水建設 641 一般

令和建設株式会社 728 一般 茨城アイホー調理機株式会社 640 一般

市村土建株式会社 725 一般 有限会社筑波テクナーズ 637 一般

日東エンジニアリング株式会社 714 一般 下妻施設管理株式会社 615 一般

株式会社平和電気 713 特定 有限会社鈴太組 615 一般

茨城サンヘルス株式会社 709 一般 株式会社アビック 607 一般

産機システム株式会社 706 一般 株式会社岩瀬双葉 607 一般

株式会社大和田建設 704 一般 宮本電業株式会社 604 一般

大木建設株式会社 702 一般 株式会社久工 598 一般

株式会社湯守 702 一般 有限会社高柳さく泉工業 596 一般

小貫建設株式会社 700 一般 株式会社マルニ工業 595 特定

※･･･500万円未満

計71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

前田建設工業株式会社　茨城営業所 1,549 特定 株式会社フソウ　茨城営業所 1,302 特定 昭和コンクリート工業株式会社　茨城営業所 1,129 特定

株式会社安藤・間　水戸営業所 1,500 特定 荏原実業株式会社　茨城営業所 1,273 特定 株式会社第一テクノ　茨城営業所 1,123 特定

株式会社ピーエス三菱　茨城営業所 1,404 特定 株式会社ヤマト　茨城営業所 1,270 特定 株式会社日本ピーエス　茨城営業所 1,121 特定

A 東鉄工業株式会社　水戸支店 1,359 特定 五洋建設株式会社　茨城営業所 1,255 特定 りんかい日産建設株式会社　水戸支店 1,118 特定

日本国土開発株式会社　茨城営業所 1,354 特定 株式会社日立プラントサービス 1,252 特定 若築建設株式会社　茨城営業所 1,111 特定

1,000万円以上 青木あすなろ建設株式会社　茨城営業所 1,353 特定 オリエンタル白石株式会社　茨城営業所 1,232 特定 東亜道路工業株式会社　茨城支店 1,108 特定

1,100点以上 株式会社安部日鋼工業　東関東営業所 1,352 特定 東洋建設株式会社　茨城営業所 1,225 特定

株式会社淺沼組　茨城営業所 1,326 特定 東亜建設工業株式会社　茨城営業所 1,156 特定

昱株式会社　茨城支店 1,080 特定 菅原建設株式会社 901 特定 谷原建設株式会社 815 特定

株式会社新井組　茨城営業所 1,025 特定 株式会社増渕組　茨城営業所 898 特定 日東エンジニアリング株式会社 814 特定

株式会社関電工　茨城支店 1,022 特定 管清工業株式会社　茨城営業所 898 特定 株式会社アコオ 814 特定

B 佐田建設株式会社　茨城支店 1,010 特定 株式会社加藤建設　茨城営業所 881 特定 赤塚工業株式会社 807 特定

大和ハウス工業株式会社　茨城支社 1,005 特定 株式会社IHIインフラ建設　茨城営業所 879 特定

500万円以上 日化メンテナンス株式会社　東日本支店茨城事業所 976 特定 川田建設株式会社　茨城営業所 872 特定

2,000万円未満 株木建設株式会社　茨城本店 970 特定 福井電機株式会社　茨城営業所 863 特定

大和リース株式会社　水戸支店 964 特定 株式会社平野産業 861 特定

800点以上 三ツ和総合建設業協同組合　茨城営業所 956 特定 日瀝道路株式会社　県南営業所 851 特定

1,100点未満 株式会社ユーディケー　茨城営業所 955 特定 昭和建設株式会社 843 特定

極東興和株式会社　茨城営業所 952 特定 中川理水建設株式会社 828 特定

河本工業株式会社　茨城支店 950 特定 株式会社大貫工務店 824 特定

暁飯島工業株式会社 921 特定 西野工業株式会社 816 特定

鈴縫工業株式会社 913 特定 樋口土木株式会社 816 特定

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

水　道　施　設　工　事　〔市　外〕

計22社

計32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

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

水　道　施　設　工　事　〔市　外〕

株式会社秋山工務店 796 特定 株式会社端工務店 720 一般 倉田建材有限会社 665 特定

株式会社岡部工務店 794 特定 株式会社大洋 712 特定 コスモ綜合建設株式会社 665 特定

常陽水道工業株式会社 790 特定 常陽建設株式会社 709 特定 株式会社雨谷工業 664 一般

常総開発工事株式会社 785 特定 新井土木株式会社 703 特定 株式会社河野工務店 664 特定

キムラ工業株式会社　 782 特定 野口機設工業株式会社 701 特定 株式会社鶴亀 663 特定

株式会社関東エルエンジニアリング 778 特定 小貫建設株式会社 700 特定 株式会社浅川建設 661 特定

株式会社鯉淵工業 778 特定 株式会社中城 700 特定 株式会社石塚造園 660 一般

小沢道路株式会社 775 特定 株式会社成財基業 697 特定 松浦建設株式会社 660 特定

株式会社前沢設備 773 一般 株式会社千本杉 697 一般 細谷建設工業株式会社 652 特定

大同機工株式会社　茨城営業所 770 特定 大昭建設株式会社 696 特定 丸三商事工業株式会社 651 特定

株式会社三幸 769 特定 ライナー建設株式会社 696 特定 小口設備工業株式会社 649 一般

佐々木建設株式会社 767 特定 菊地設備工業株式会社 695 特定 国際ビルサービス株式会社　茨城支店 646 特定

大和土建株式会社 762 特定 大木建設株式会社 695 特定 有限会社筑波テクナーズ 645 一般

株式会社綿正工務店 761 特定 三協設備株式会社 691 特定 株式会社田口建設 645 特定

C 株式会社大成設備工業 760 特定 株式会社平和電気 690 特定 北條工業株式会社 643 特定

株式会社アレスコ 760 特定 塚田建材株式会社 687 特定 県西建設業協同組合 638 一般

1,000万円未満 トキワ建設株式会社 760 特定 茨城県県南造園土木協業組合 687 特定 根崎解体工事株式会社 634 特定

800点未満 田口建設工業株式会社 759 特定 塚田造園建設株式会社 687 特定 有限会社鈴太組 633 一般

市村土建株式会社 757 特定 株式会社秋葉工業 686 特定 株式会社飯野工業 629 特定

株式会社プラントサービス 757 一般 清和工業株式会社 684 特定 株式会社マルニ工業 620 特定

株式会社ヤナシマ 757 特定 斉藤工事株式会社 682 特定 つくば環境エンジニアリング株式会社 619 特定

飯村機電工業株式会社　水戸支店 756 一般 大塚工業株式会社 680 一般 株式会社清水建設 614 特定

株式会社神立設備 756 一般 加藤建設工業株式会社 679 特定 有限会社総和解体工業 612 一般

株式会社大曽根建設 752 特定 株式会社フジクリーン茨城 678 一般 下妻施設管理株式会社 610 一般

川村工業株式会社 747 一般 第一熱学建設株式会社 676 特定 株式会社大洋工事 609 特定

いなほ工業株式会社 743 特定 株式会社小倉工務店 674 特定 株式会社ゲット 606 一般

斎藤商事株式会社 741 特定 株式会社松浦工務店 674 特定 有限会社高柳さく泉工業 604 一般

株式会社石塚建設 738 特定 鈴木鉄工建設株式会社 673 特定 株式会社富田工業 595 特定

成島建設株式会社 730 特定 大平建設株式会社 672 特定 有限会社トヨダ 590 一般

株式会社フルヤ建商 728 特定 株式会社タカノ重機土木 669 特定 羽黒石材工業株式会社 589 特定

株式会社ゴヨー 727 特定 株式会社要建設 669 特定 白田工建株式会社 586 特定

令和建設株式会社 725 特定 鹿島栄興防災株式会社 666 一般 株式会社茨城クリーンメディック 583 一般

常盤工事株式会社 722 一般 山下工業株式会社 666 特定 株式会社岩瀬双葉 570 一般

株式会社根本工業 721 特定 中和建設株式会社 666 特定 株式会社正安 558 一般



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

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

水　道　施　設　工　事　〔市　外〕

株式会社平井商店 549 一般

株式会社小島ポンプ 521 一般

富士協和工業株式会社 520 一般

常愛建設協同組合 505 一般

※坂東工業株式会社 ― 特定

※五頭産業株式会社 ― 一般

C ※株式会社安田建設 ― 特定

1,000万円未満

800点未満

※･･･500万円未満

計109社



業種

等級 業　　　　者　　　　名 業　　種

等級なし 株式会社IHIインフラ建設　茨城営業所 とび・鋼構造・塗装

株式会社アイ・ロード とび・塗装

青木あすなろ建設株式会社　茨城営業所 とび・鋼構造・浚渫

赤塚工業株式会社 とび・塗装・防水・解体

暁飯島工業株式会社 機械・消防

株式会社暁恒産 塗装・防水・内装・消防

株式会社秋葉工業 とび

株式会社秋山工務店 とび・鋼構造・浚渫・解体

昱株式会社　茨城支店 鋼構造・内装・機械・電通・消防

アクアテクノ株式会社 機械

株式会社アクアプラントテック 機械

株式会社アコオ とび・塗装・防水・解体

株式会社浅川建設 造園・解体

株式会社淺沼組　茨城営業所 鋼構造・解体

朝日テック株式会社 機械

株式会社東建商 とび・塗装・防水・解体

足立建設株式会社 とび・解体

株式会社アビック 消防

株式会社安部日鋼工業　東関東営業所 とび・鋼構造・塗装・※解体

株式会社新井組　茨城営業所 とび・鋼構造・浚渫

新井土木株式会社 とび・鋼構造・解体

株式会社アレスコ とび・塗装・防水・解体

株式会社阿波屋 ガラス・内装・建具・※大工・※左官・※石・※屋根・※タイル・※鈑金・※塗装・※防水・※熱絶縁

株式会社安藤・間　水戸営業所 大工・左官・とび・石・屋根・タイル・鋼構造・浚渫・ｶﾞﾗｽ・塗装・防水・内装・建具・解体

株式会社アンペル とび・塗装・防水

株式会社飯野工業 とび・鋼構造・解体

飯村機電工業株式会社　水戸支店 機械・消防・清掃

イガラシ綜業株式会社 電通・消防

株式会社石島建設 解体

株式会社石塚建設 造園

株式会社石塚造園 造園

株式会社磯建 解体

有限会社磯山建装工業 塗装・防水

有限会社潮来電子 電通

市村土建株式会社 造園・解体

茨城県県南造園土木協業組合 石・鋼構造・浚渫・塗装・造園・解体

株式会社茨交 とび・塗装

株式会社イバデン 機械・電通

令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔市　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(茨城県内)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔市　外〕

等級なし 茨城アイホー調理機 機械

茨城サンヘルス株式会社 機械

茨城消防株式会社 電通・消防

茨城寺岡オートドア株式会社 建具

茨城電話工業株式会社 電通

茨城道路株式会社 とび・塗装

株式会社入江電機工業所 電通・消防

岩月内装株式会社 内装

株式会社植田建設工業 とび・解体

植田防水工業株式会社 塗装・防水

エクシオグループ株式会社 電通

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　茨城営業所 電通

NECフィールディング株式会社　茨城支店 内装・電通

荏原実業株式会社　茨城営業所 鋼構造・塗装・防水・機械

大木建設株式会社 屋根・鋼構造・塗装・防水・解体
株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング　鹿島営業所 電通

大島電気株式会社 電通

株式会社大曽根建設 造園・解体

大塚工業株式会社 造園
株式会社オーテック　環境システム事業部東関東支店 電通・※消防

株式会社大貫工務店 解体

大平建設株式会社 大工・とび・石・塗装・造園・解体

大堀電気工事株式会社 電通・消防

大堀メンテナンス株式会社 電通

株式会社大和田建設 塗装・防水・解体

岡田電業株式会社 消防

株式会社岡部工務店 とび・鋼構造・浚渫・塗装・防水・解体・※大工・※石・※屋根・※タイル・※内装

小河原セメント工業株式会社 とび・石・鋼構造

株式会社小倉工務店 解体

小沢道路株式会社 浚渫・解体

株式会社小島ポンプ さく井・消防

小貫建設株式会社 造園・解体

オリエンタル白石株式会社　茨城営業所 とび・鋼構造・塗装

株式会社ＫＡＩＸＩＡ とび・解体

株式会社鹿島フェンス とび

鹿島栄興防災株式会社 とび・塗装・消防

株式会社加藤建設　茨城営業所 鋼構造・浚渫・解体

加藤建設工業株式会社 鋼構造・塗装・解体・※とび



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(茨城県内)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔市　外〕

等級なし 株式会社要建設 防水・解体

株木建設株式会社　茨城本店 とび・鋼構造・浚渫・造園・解体※大工・※左官・※石・※屋根・※タイル・※鉄筋・※鈑金・※ガラス・※塗装・※防水・※内装・※熱絶縁

狩谷電機株式会社 消防

川田建設株式会社　茨城営業所 とび・鋼構造

株式会社河野工務店 解体

河村電気工事株式会社 電通

川村工業株式会社 機械・消防

環境保全事業株式会社 とび・造園

管清工業株式会社　茨城営業所 とび・浚渫

株式会社神立設備 とび・機械

株式会社関電工　茨城支店 鋼構造・塗装・内装・電通・消防

株式会社関東エルエンジニアリング 消防

有限会社神原防水工業 塗装・防水

菊地設備工業株式会社 機械

株式会社菊正塗装店 大工・塗装・防水

キムラ工業株式会社 とび・解体

株式会社久工 機械

協進電設株式会社 電通・消防

極東興和株式会社　茨城営業所 とび

株式会社熊谷組　首都圏支店　茨城営業所 とび・屋根・鋼構造・塗装・防水・内装・解体

熊倉電気株式会社 電通・消防

株式会社熊本商店　水戸支店 とび・解体

倉田建材有限会社 ※とび

栗山電気株式会社 機械・電通・消防

クレハ錦建設株式会社　関東支店 とび

株式会社ゲット 浚渫

株式会社鯉淵工業 解体

株式会社鴻池組　茨城営業所 大工・とび・屋根・タイル・鋼構造・浚渫・内装・解体

河本工業株式会社　茨城支店 とび・鋼構造・浚渫・内装

康和建設株式会社 解体

コーアツ工業株式会社　茨城営業所 とび

国際ビルサービス株式会社　茨城支店 とび・塗装・防水・内装・機械・消防

コスモ綜合建設株式会社 解体

五頭産業株式会社 とび・塗装・※石・※鋼構造

株式会社コトブキ　水戸営業所 とび

五洋建設株式会社 大工・とび・石・屋根・タイル・鋼構造・浚渫・内装・解体

株式会社ゴヨー ※とび

株式会社近藤工務店 塗装・内装・解体



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(茨城県内)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔市　外〕

等級なし 斉藤工事株式会社 解体

斎藤商事株式会社 ※とび・機械・さく井

サイワイ商事株式会社 機械

酒寄電気工業株式会社 塗装・電通・※とび

佐々木建設株式会社 とび・浚渫・解体

佐田建設株式会社　茨城支店 とび・石・タイル・鋼構造・浚渫・防水・内装・造園・解体

株式会社サトウ塗工社 とび・塗装・防水

三英物産株式会社 機械

産機システム株式会社 機械

三協設備株式会社 消防

サンプラント株式会社 機械
三和シヤッター工業株式会社　つくばメンテサービスセンター 大工・屋根・タイル・鋼構造・内装・建具・消防

株式会社三和防災設備工業 消防

株式会社シイナクリーン とび・浚渫

株式会社清水建設 塗装・防水・解体

株式会社下妻建設 塗装・防水

下妻施設管理株式会社 とび

常愛建設協同組合 とび･塗装・解体

株式会社正安 とび・石・鋼構造・浚渫・解体

常伸電通システム株式会社 電通・消防

常総開発工業株式会社 とび・鋼構造・浚渫・防水・内装・造園・解体

常磐地下工業株式会社 とび・さく井

常陽メンテナンス株式会社　首都圏事業部 消防

常陽環整株式会社 浚渫・機械

常陽建設株式会社 とび・解体

常陽水道工業株式会社 とび・機械・さく井・消防

昭和建設株式会社 鋼構造・浚渫・造園・※大工・※とび・※石・※屋根・※タイル・※ガラス・※塗装・※防水・※内装・※建具・※解体

昭和コンクリート工業株式会社　茨城営業所 とび・鋼構造・解体

昭和造園土木株式会社 とび・石・造園
ジョンソンコントロールズ株式会社　つくば営業所 電通

株式会社新栄商事 解体

株式会社新栄設備工業 機械

新生ビルテクノ株式会社北関東支店 内装・消防

菅原建設株式会社 浚渫・造園・解体

株式会社鈴木シャッター　北関東営業所 内装・建具

鈴木鉄工株式会社 鋼構造・機械

鈴木鉄工建設株式会社 解体

有限会社鈴太組 解体・※とび



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(茨城県内)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔市　外〕

等級なし 鈴縫工業株式会社 とび・鋼構造・浚渫・防水・機械・造園・解体

株式会社成財基業 とび・解体

正和産業株式会社 とび・塗装

清和工業株式会社 機械・消防

株式会社関根工務店 解体

センター電機株式会社 機械・電通

仙波建設株式会社 とび

株式会社千本杉 とび・造園

有限会社総和解体工業 とび・解体

株式会社染野製作所 とび・鋼構造・内装

株式会社染谷工務店 解体

第一造園土木株式会社 造園

株式会社第一テクノ　茨城営業所 鋼構造・機械

第一熱学建設株式会社 機械・さく井・消防・※とび・※塗装

大昭建設株式会社 解体

株式会社大介工業 解体

株式会社大成設備工業 機械

大同機工株式会社　茨城営業所 鋼構造・塗装・機械

泰明電設株式会社 電通

株式会社大洋 とび・解体

太陽計測株式会社 つくば営業所 機械

株式会社大洋工事 とび・解体

大和ハウス工業株式会社　茨城支社 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・建具・解体

大和リース株式会社　水戸支店 大工・左官・とび・石・屋根・タイル・鋼構造・鉄筋・板金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・解体

髙野工業株式会社 とび・解体

株式会社タカノ重機土木 解体

有限会社高柳さく泉工業 さく井

タカラビルメン株式会社 タイル・塗装・防水・内装・機械・消防・清掃

株式会社田口建設 とび・鋼構造・造園・解体

田口建設工業株式会社 解体

舘野建設株式会社　結城営業所 解体

株式会社田村工務店 解体

株式会社チクセイ２１ 機械

塚田建材株式会社 塗装・防水・解体

塚田造園建設株式会社 造園・解体

株式会社塚本建装 塗装・防水

株式会社つくば電気通信 電通・消防

つくば環境エンジニアリング株式会社 とび・造園・解体



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(茨城県内)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔市　外〕

等級なし 津久波工業株式会社　水戸支店 とび・解体

土浦造園株式会社 造園

都築電気株式会社　水戸営業所 電通

坪井工業株式会社　茨城支店 とび・屋根・タイル・鋼構造・塗装

株式会社鶴亀 塗装・解体

株式会社テックエンジニアリング 電通・消防

東亜建設工業株式会社　茨城営業所 とび・石・浚渫・塗装・解体

東亜工業株式会社 解体

東亜道路工業株式会社　茨城支店 とび・石・鋼構造・浚渫・塗装

東鉄工業株式会社　水戸支店 とび・鋼構造

東洋建設株式会社　茨城営業所 大工・とび・石・鋼構造・浚渫・塗装・内装・造園・解体

東洋シヤッター株式会社　土浦営業所 建具

株式会社トーコー産業　水戸営業所 機械

トキワ通信工業株式会社 電通・消防

株式会社富田工業 解体

中川理水建設株式会社 機械・さく井

ナカヤ建設株式会社 とび・解体

中山技研株式会社 塗装・防水・内装

ナブコシステム株式会社　つくば営業所 とび・板金・機械・造園・建具

成島建設株式会社 とび

西野工業株式会社 機械・解体

株式会社日電　茨城支店 電通・消防

日動起業株式会社 とび・塗装

日瀝道路株式会社　県南営業所 とび
日化メンテナンス株式会社　東日本支店茨城営業所 とび・塗装・機械

日興通信株式会社　鹿島支店 電通・消防

日興建設株式会社 解体

日成ビルド工業株式会社　水戸支店 機械

株式会社日創工業 機械

ニッタン株式会社　水戸支店 電通・消防

日東エンジニアリング株式会社 鋼構造・浚渫・塗装・防水・解体

日特建設株式会社　　水戸営業所 とび・鋼構造・解体

株式会社日本ピーエス　茨城営業所 とび・鋼構造・解体

日本国土開発株式会社　茨城営業所 とび・鋼構造・浚渫・解体

日本電気株式会社　茨城支店 電通

日本電技株式会社　つくば支店 電通

日本ファシリオ株式会社　関東支店 消防

日本ファブテック株式会社　橋梁事業本部 とび・鋼構造



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(茨城県内)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔市　外〕

等級なし 日本防災株式会社 消防

株式会社ニューライフ 電通

根崎解体工事株式会社 とび・石・鋼構造・浚渫・塗装・解体

株式会社根本工業 解体・※とび・※石・※鋼構造・※浚渫・※造園

根本電興株式会社 消防

能美防災株式会社　茨城支社 消防

野口機設工業株式会社 とび・機械

博多屋塗装株式会社 塗装

白田工建株式会社 解体

羽黒石材工業株式会社 石・解体

長谷川体育施設株式会社　茨城営業所 とび・造園

坂東工業株式会社 ※大工・※とび・※屋根・※鋼構造・※塗装・※内装・※解体

株式会社ピーエス三菱　茨城営業所 とび・鋼構造・解体

東日本電気興業株式会社 電通
東日本電信電話株式会社　千葉事業部　茨城支店 電通

株式会社光商社 とび

樋口土木株式会社 とび・石・浚渫・解体

株式会社日立システムズ　茨城支店 内装・電通

株式会社日立製作所　茨城支店 電通

日立綜合防災株式会社 電通・消防

株式会社日立塗工店 とび・塗装・防水・解体

日立土木株式会社 解体

株式会社日立プラントサービス　茨城支店 機械

株式会社日の丸商事 とび・解体※大工

株式会社平野産業 解体

深澤通信工業株式会社 電通・消防

福井電機株式会社　茨城営業所 ※機械・※電通・※消防

富士協和工業株式会社 塗装・防水・内装・機械

株式会社フジクリーン茨城 とび・機械・清掃

株式会社フソウ　茨城営業所 鋼構造・浚渫・機械

株式会社プラントサービス 鋼構造・機械

株式会社フルヤ建商 とび・石・浚渫・解体

フルヤ緑販株式会社 造園

株式会社平和電気 電通

株式会社保安企画　茨城営業所 とび・塗装

北條工業株式会社 ※とび

北条工業株式会社 解体

細谷建設工業株式会社 浚渫
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令和４年度　建設工事業者格付け表（筑西市外(茨城県内)）
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等級なし 株式会社前沢設備 さく井

前田建設工業株式会社　茨城営業所 大工・とび・石・屋根・タイル・鋼構造・浚渫・内装・解体

株式会社増渕組　茨城営業所 とび・造園・解体

有限会社松本防災 消防

松本建設株式会社　つくば支店 とび・解体

丸三商事工業株式会社 大工・とび・屋根・鋼構造・塗装・内装・解体

株式会社マルニ工業 機械・造園・解体

株式会社マルミ とび・塗装

株式会社水庭農園 造園

三ツ和総合建設業協同組合　茨城営業所 とび・鋼構造・浚渫・塗装・解体

株式会社水戸グリーンサービス とび・造園

株式会社水都交安 とび・塗装

水戸通信工業株式会社 電通・消防

水戸ホーチキ株式会社 電通・消防

株式会社宮本冷機 機械

株式会社ミライト茨城支店 電通

メイデン株式会社 電通

株式会社安田建設 とび・解体・※石・※鋼構造・※浚渫・※塗装

柳澤工業株式会社 塗装・防水

株式会社ヤナシマ さく井・消防

矢野電設株式会社 とび・電通

山菊開発株式会社　古河支店 とび・造園・解体

株式会社ヤマシン とび・塗装･解体

株式会社ヤマト　茨城営業所 機械

大和土建株式会社 造園・解体・※とび

山中建設工業株式会社 解体

山本解体工業株式会社 とび・解体

株式会社山本工務店 とび・解体

谷原建設株式会社 石・浚渫・解体

株式会社ユアテック　茨城営業所 電通

株式会社ユーディケー　茨城営業所 とび

株式会社湯守 さく井

株式会社横河NSエンジニアリング 鋼構造

横信建材工業株式会社 とび・造園・解体

有限会社よこすか建設 とび・解体

ライナー建設株式会社 とび・塗装・解体
リコージャパン株式会社　茨城支社　公共文教営業部 電通

りんかい日産建設株式会社　水戸支店 浚渫・解体



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(茨城県内)）

そ　の　他　（指定６業種を除く業種）　〔市　外〕

等級なし 令和建設株式会社 造園・解体

若築建設株式会社　茨城営業所 とび・石・鋼構造・浚渫・解体

株式会社綿正工務店 解体

株式会社綿引無線 電通

※･･･500万円未満


