
（工種）舗装工事 （格付等級）なし （希望順位）１位
許可区分

0000010087 （株）木下組 大阪狭山市半田一丁目２２４番地の７８ 特定

0000010918 （有）栄晃舗装 河内長野市小山田町６３２番地の１ 一般

0000010460 ひろみ商事 大阪狭山市半田一丁目２２４番地の７８ 特定

0000010078 三晃建設（株） 大阪狭山市今熊一丁目５２５番地の１ 特定

0000010013 （株）南口組 富田林市甲田一丁目１０番１号 特定

0000010025 ホクシン道路（株）大阪狭山営業所 大阪狭山市池之原三丁目１００８番地の１ 特定

0000010344 （株）運動施設 大阪市鶴見区横堤四丁目２４番８号 特定

0000010773 （株）三輪建設 大阪市北区大淀南三丁目５番１号 特定

5000000475 木下工業（株） 大阪市中央区北新町３番４号 特定

5000000046 近畿ニチレキ工事（株）大阪支店 大阪市淀川区新高二丁目５番３５号 特定

0000010151 （株）きんぱい 大阪市大正区三軒家東三丁目１０番１２号 特定

0000010742 協和道路（株） 大阪市鶴見区今津北二丁目３番２６号 特定

0000010161 光工業（株）大阪支店 大阪市天王寺区上本町九丁目６番１５号 特定

0000010122 明清建設工業（株）大阪支店 大阪市中央区北浜東２番１９号 特定

0000010682 常盤工業（株）大阪支店 大阪市中央区谷町一丁目３番２７号 特定

0000010094 （株）昭建大阪支店 茨木市高浜町３番３７号 特定

0000010553 長谷川体育施設（株）関西支店 大阪市中央区谷町二丁目３番４号 特定

0000010279 北川ヒューテック（株）関西支店 門真市深田町２２番６号 特定

令和４・５年度　有資格者登録名簿

備考コード 商号または名称 所在地
5000001475 東亜道路工業（株）大阪営業所 東大阪市中野二丁目９番３０号 特定
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（工種）舗装工事 （格付等級）なし （希望順位）１位
許可区分

5000001148 （株）美華道 堺市南区富蔵２７０５番地の１０ 一般

0000010638 ＭＧテクノ（株） 大阪狭山市池之原四丁目７１０番地の１ 一般

0000010596 （株）オアスコ 大阪市西成区北津守三丁目１１番１２号 一般

5000001615 弘建設（株） 大阪市平野区瓜破三丁目２番６７号 一般

令和４・５年度　有資格者登録名簿

備考コード 商号または名称 所在地
0000010304 （株）狭山工房 大阪狭山市池之原二丁目９６４番地の１ 特定
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（工種）舗装工事 （格付等級）なし （希望順位）２位
許可区分

0000010966 南河内コンクリート工業（有） 大阪狭山市池尻中一丁目１４番１８号 一般

0000010119 南大阪建設（株） 河内長野市三日市町１３７番地２ 一般

0000010692 （有）金剛造園 大阪狭山市半田三丁目１７２３番地 一般

0000010403 くれやま建設 大阪狭山市池之原一丁目１２２０番地の２ 一般

0000010088 （株）金剛緑地 大阪狭山市半田三丁目１７２１番地の１ 一般

0000010726 （株）木谷工務店 河内長野市三日市町１３７番地 特定

0000010466 久保工業（株） 富田林市山中田町一丁目１４番２５号 特定

5000000468 エフワイ土木（株） 吹田市原町一丁目４番１３号 特定

0000010916 東和スポーツ施設（株） 京都府京都市左京区北白川下池田町 特定

0000011012 スポーツサーフェス（株）大阪営業所 大阪市西区立売堀一丁目１１番１７号 特定

0000010626 兵庫奥栄建設（株）大阪支店 大阪市港区弁天六丁目１番３号 特定

5000000862 （株）清川組大阪支店 大阪市中央区中寺二丁目４番２０号 特定

0000010157 ヤマト工業（株） 大阪市港区市岡一丁目２番１９号 特定

5000000049 淺川道路（株）大阪支店 大阪市中央区東心斎橋一丁目２番１７号 特定

5000000504 日本フィールドシステム（株）大阪営業所 枚方市養父東町１９番地の２０ 特定

5000000004 日本体育施設（株）西日本支店 大阪市中央区久太郎町１丁目５番１３号 特定

0000010104 （株）スポーツテクノ和広大阪支店 吹田市垂水町三丁目９番２８号 特定

0000010045 奥アンツーカ（株）近畿支店 東大阪市長田東三丁目２番７号 特定

令和４・５年度　有資格者登録名簿

備考コード 商号または名称 所在地
0000010839 美津濃（株） 大阪市住之江区南港北一丁目１２番３５号 特定
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（工種）舗装工事 （格付等級）なし （希望順位）２位
許可区分

5000001647 （株）メイセイ 大阪狭山市池之原一丁目１２２０番地の２ 一般

5000000116 （株）泉ヶ丘設備 大阪狭山市池尻中三丁目１０番８号 一般

5000000366 ケンテック 大阪狭山市西山台一丁目１３番６号 一般

5000000848 ＴＲネット（株） 大阪狭山市池之原四丁目７０９番地の１ 一般

5000000365 （株）日昇 大阪狭山市半田三丁目１７９３番地の１ 一般

0000010835 （株）中嶋工業所 大阪狭山市狭山二丁目２３９４番地 一般

5000001383 （株）関西シールド 大阪狭山市岩室一丁目２５６番地の１ 一般

0000010701 （株）髙林工務店 大阪狭山市池之原三丁目６０７番地の３ 一般

0000011273 中野建設（株） 大阪狭山市今熊七丁目１５３番地 一般

5000001625 （株）勝紀建設狭山営業所 大阪狭山市山本北１２３８番地 一般

0000010865 宮崎造園 大阪狭山市半田三丁目１６５７番地 一般

0000010453 （有）明建設 一般

0000010038 （有）酒井工業所 大阪狭山市山本中３４０番地の３ 一般

0000010290 （株）直栄 大阪狭山市池之原三丁目１０３７番地の１ 一般

5000000507 きのした狭山営業所 大阪狭山市大野台四丁目５番１５号 特定

5000001603 （株）北雄 大阪狭山市金剛二丁目６番８号 特定

令和４・５年度　有資格者登録名簿

備考コード 商号または名称 所在地
0000010862 オクダ建設工業（株） 大阪狭山市大野台四丁目１３番９号 一般
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（工種）舗装工事 （格付等級）なし （希望順位）３位
許可区分

5000001131 合同会社ワイズ 大阪狭山市山本南１３７番地の１ 一般

5000001168 幸建工業（株） 大阪狭山市山本中２３番地 一般

5000001353 （株）和光園 大阪狭山市東池尻四丁目１４３８番地の１５ 一般

5000000854 （株）福光 大阪狭山市東池尻五丁目１９１６番地の１ 一般

0000010265 松浦建設（株） 大阪狭山市東池尻五丁目１４４７番地の２ 一般

0000010061 （株）建匠狭山営業所 大阪狭山市大野台四丁目３番１５号 特定

0000010769 （株）前田工務店 大阪狭山市山本南２９９番地の３ 一般

令和４・５年度　有資格者登録名簿

備考コード 商号または名称 所在地
0000010814 （有）山壮園 大阪狭山市山本南１３７番地の１ 一般
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