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種別 本店所在地 カナ 名称 住所 摘要
土木一式（一般） 給水区域内 アクア ㈲アクア 米子市大篠津町779-4
土木一式（一般） 給水区域内 イケモトシービーケンセツ ㈲池本シービー建設 米子市新開2-1-9
土木一式（一般） 給水区域内 イシクラケンセツ ㈲石倉建設 米子市長砂町935-2
土木一式（一般） 給水区域内 イワサキグミ ㈱岩崎組 米子市灘町3-147-6
土木一式（一般） 給水区域内 イワタケンセツ イワタ建設㈱ 米子市蚊屋241
土木一式（一般） 給水区域内 エイエイチエイ ㈱エイ・エイチ・エイ 米子市日原820-1
土木一式（一般） 給水区域内 カネダコウムテン ㈱金田工務店 米子市古豊千225-1
土木一式（一般） 給水区域内 カンキョウケンセツ 環境建設㈱ 米子市高島130-1
土木一式（一般） 給水区域内 キョウエイコウギョウ ㈱境栄工業 境港市渡町1608番地1
土木一式（一般） 給水区域内 グリーンイシクラ ㈲グリーンいしくら 米子市長砂町927-9
土木一式（一般） 給水区域内 コウダイケンセツ ㈲幸大建設 米子市両三柳3061-22
土木一式（一般） 給水区域内 コウノウ ㈱興農 米子市西福原3-11-25
土木一式（一般） 給水区域内 コーワケンセツ コーワ建設㈲ 境港市高松町1223
土木一式（一般） 給水区域内 サイキケンセツコウギョウ サイキ建設工業㈱ 米子市彦名町1854-5
土木一式（一般） 給水区域内 サカイコウドケン 境港土建㈱ 鳥取県境港市西工業団地145
土木一式（一般） 給水区域内 サンインギジュツコンサルタント サンイン技術コンサルタント㈱ 米子市昭和町25-1
土木一式（一般） 給水区域内 サンインリョクカケンセツ 山陰緑化建設㈱ 米子市陰田町657-18
土木一式（一般） 給水区域内 サントクコウサン ㈱三徳興産 米子市榎原1452-1
土木一式（一般） 給水区域内 ジェネシス ㈱ジェネシス 米子市河崎3315-72
土木一式（一般） 給水区域内 シモモト ㈱シモモト 米子市尾高531
土木一式（一般） 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
土木一式（一般） 給水区域内 ダイマルスイキ ㈱大丸水機 米子市淀江町西原106-1
土木一式（一般） 給水区域内 トッケンコウギョウ ㈱特研工業 米子市永江501
土木一式（一般） 給水区域内 ナガトウケンセツ ㈱ナガトウ建設 米子市米原8-4-27
土木一式（一般） 給水区域内 ナカヤマ ㈱なかやま 米子市浦津270
土木一式（一般） 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
土木一式（一般） 給水区域内 ホクトコウギョウ 北斗興業㈱ 米子市車尾4-3-43
土木一式（一般） 給水区域内 ホンダコウムテン ㈲本田工務店 米子市上福原246-1
土木一式（一般） 給水区域内 マツザワグミ ㈲松澤組 米子市淀江町西原1162-1
土木一式（一般） 給水区域内 マツモトグミ ㈱松本組 米子市富益町69-5
土木一式（一般） 給水区域内 マテリテック マテリテック㈱ 米子市上福原4-1-44
土木一式（一般） 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
土木一式（一般） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
土木一式（一般） 給水区域内 ミドリケンセツ ㈲みどり建設 米子市尾高2048
土木一式（一般） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
土木一式（一般） 給水区域内 ヤマネ ㈱山根 米子市淀江町西原212-8
土木一式（一般） 給水区域内 ヨナゴガスサンギョウ 米子ガス産業㈱ 米子市旗ヶ崎2200

平成３１、３２年度米子市水道局建設工事入札参加資格者名簿（登録、区域別、よみがな順）
平成３１年４月１日　適用
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土木一式（一般） 給水区域内 リンクス ㈱リンクス 境港市蓮池町50-1
土木一式（維持補修） 給水区域内 イシクラケンセツ ㈲石倉建設 米子市長砂町935-2
土木一式（維持補修） 給水区域内 イワタケンセツ イワタ建設㈱ 米子市蚊屋241
土木一式（維持補修） 給水区域内 エイエイチエイ ㈱エイ・エイチ・エイ 米子市日原820-1
土木一式（維持補修） 給水区域内 グリーンイシクラ ㈲グリーンいしくら 米子市長砂町927-9
土木一式（維持補修） 給水区域内 コウダイケンセツ ㈲幸大建設 米子市両三柳3061-22
土木一式（維持補修） 給水区域内 コウノウ ㈱興農 米子市西福原3-11-25
土木一式（維持補修） 給水区域内 コーワケンセツ コーワ建設㈲ 境港市高松町1223
土木一式（維持補修） 給水区域内 サンインリョクカケンセツ 山陰緑化建設㈱ 米子市陰田町657-18
土木一式（維持補修） 給水区域内 サントクコウサン ㈱三徳興産 米子市榎原1452-1
土木一式（維持補修） 給水区域内 シモモト ㈱シモモト 米子市尾高531
土木一式（維持補修） 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
土木一式（維持補修） 給水区域内 トッケンコウギョウ ㈱特研工業 米子市永江501
土木一式（維持補修） 給水区域内 ナガトウケンセツ ㈱ナガトウ建設 米子市米原8-4-27
土木一式（維持補修） 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
土木一式（維持補修） 給水区域内 ホクトコウギョウ 北斗興業㈱ 米子市車尾4-3-43
土木一式（維持補修） 給水区域内 ホンダコウムテン ㈲本田工務店 米子市上福原246-1
土木一式（維持補修） 給水区域内 マツザワグミ ㈲松澤組 米子市淀江町西原1162-1
土木一式（維持補修） 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
土木一式（維持補修） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
土木一式（維持補修） 給水区域内 ミドリケンセツ ㈲みどり建設 米子市尾高2048
土木一式（維持補修） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
土木一式（維持補修） 給水区域内 ヤマネ ㈱山根 米子市淀江町西原212-8
土木一式（ＰＣ） 給水区域内 エイエイチエイ ㈱エイ・エイチ・エイ 米子市日原820-1
土木一式（ＰＣ） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
土木一式（ＰＣ） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
土木一式（港湾） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
建築一式（一般） 給水区域内 アダチネンリョウ 足立燃料㈲ 境港市幸神町154
建築一式（一般） 給水区域内 イシクラケンセツ ㈲石倉建設 米子市長砂町935-2
建築一式（一般） 給水区域内 イワサキグミ ㈱岩崎組 米子市灘町3-147-6
建築一式（一般） 給水区域内 イワサキトソウテン ㈲岩崎塗装店 米子市博労町1-8
建築一式（一般） 給水区域内 イワタケンセツ イワタ建設㈱ 米子市蚊屋241
建築一式（一般） 給水区域内 カネダコウムテン ㈱金田工務店 米子市古豊千225-1
建築一式（一般） 給水区域内 グリーンイシクラ ㈲グリーンいしくら 米子市長砂町927-9
建築一式（一般） 給水区域内 サカイコウドケン 境港土建㈱ 鳥取県境港市西工業団地145
建築一式（一般） 給水区域内 サクセス ㈲サクセス 米子市大篠津町3197
建築一式（一般） 給水区域内 サンインギジュツコンサルタント サンイン技術コンサルタント㈱ 米子市昭和町25-1
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建築一式（一般） 給水区域内 ショウワケンセツ ㈱松和建設 米子市車尾5-4-19
建築一式（一般） 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
建築一式（一般） 給水区域内 ダイマツケンセツ 大松建設㈱ 米子市彦名町1847-1
建築一式（一般） 給水区域内 タケダコウムテン ㈱竹田工務店 米子市冨士見町1-43
建築一式（一般） 給水区域内 ツダケンチク ㈱津田建築 米子市安倍597-3
建築一式（一般） 給水区域内 ナガトウケンセツ ㈱ナガトウ建設 米子市米原8-4-27
建築一式（一般） 給水区域内 ナカヤマ ㈱なかやま 米子市浦津270
建築一式（一般） 給水区域内 ビッチュウヤホンテン ㈱備中屋本店 米子市東福原3-9-9
建築一式（一般） 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
建築一式（一般） 給水区域内 ヒラタグミ ㈱平田組 米子市西福原3-11-25
建築一式（一般） 給水区域内 フィディア ㈱フィディア 米子市西福原6-19-29
建築一式（一般） 給水区域内 ホンダコウムテン ㈲本田工務店 米子市上福原246-1
建築一式（一般） 給水区域内 マツモトグミ ㈱松本組 米子市富益町69-5
建築一式（一般） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
建築一式（一般） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
建築一式（一般） 給水区域内 リンクス ㈱リンクス 境港市蓮池町50-1
建築一式（解体） 給水区域内 イワサキグミ ㈱岩崎組 米子市灘町3-147-6
建築一式（解体） 給水区域内 カネダコウムテン ㈱金田工務店 米子市古豊千225-1
建築一式（解体） 給水区域内 サカイコウドケン 境港土建㈱ 鳥取県境港市西工業団地145
建築一式（解体） 給水区域内 サクセス ㈲サクセス 米子市大篠津町3197
建築一式（解体） 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
建築一式（解体） 給水区域内 ダイマツケンセツ 大松建設㈱ 米子市彦名町1847-1
建築一式（解体） 給水区域内 ツダケンチク ㈱津田建築 米子市安倍597-3
建築一式（解体） 給水区域内 トッケンコウギョウ ㈱特研工業 米子市永江501
建築一式（解体） 給水区域内 ナカヤマ ㈱なかやま 米子市浦津270
建築一式（解体） 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
建築一式（解体） 給水区域内 ヒラタグミ ㈱平田組 米子市西福原3-11-25
建築一式（解体） 給水区域内 フィディア ㈱フィディア 米子市西福原6-19-29
建築一式（解体） 給水区域内 マツモトグミ ㈱松本組 米子市富益町69-5
建築一式（解体） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
建築一式（解体） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
建築一式（解体） 給水区域内 リンクス ㈱リンクス 境港市蓮池町50-1
大工工事 給水区域内 ショウワケンセツ ㈱松和建設 米子市車尾5-4-19
大工工事 給水区域内 ビッチュウヤホンテン ㈱備中屋本店 米子市東福原3-9-9
大工工事 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 イケモトシービーケンセツ ㈲池本シービー建設 米子市新開2-1-9
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 イシクラケンセツ ㈲石倉建設 米子市長砂町935-2
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とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 イワタケンセツ イワタ建設㈱ 米子市蚊屋241
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 エイエイチエイ ㈱エイ・エイチ・エイ 米子市日原820-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 オカダショウテン ㈱岡田商店 米子市上福原673-4
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 カネダコウムテン ㈱金田工務店 米子市古豊千225-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 カンキョウケンセツ 環境建設㈱ 米子市高島130-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 キョウエイコウギョウ ㈱境栄工業 境港市渡町1608番地1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 グリーンイシクラ ㈲グリーンいしくら 米子市長砂町927-9
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 コウノウ ㈱興農 米子市西福原3-11-25
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 コーワケンセツ コーワ建設㈲ 境港市高松町1223
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 サイキケンセツコウギョウ サイキ建設工業㈱ 米子市彦名町1854-5
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 サカイコウドケン 境港土建㈱ 鳥取県境港市西工業団地145
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 サクセス ㈲サクセス 米子市大篠津町3197
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 サンインギジュツコンサルタント サンイン技術コンサルタント㈱ 米子市昭和町25-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 サンインリョクカケンセツ 山陰緑化建設㈱ 米子市陰田町657-18
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 サンシンソウゴウセツビ ㈱三伸総合設備 米子市目久美町70-6
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 サントクコウサン ㈱三徳興産 米子市榎原1452-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 シモモト ㈱シモモト 米子市尾高531
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ナガトウケンセツ ㈱ナガトウ建設 米子市米原8-4-27
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ナカヤマ ㈱なかやま 米子市浦津270
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ビッチュウヤホンテン ㈱備中屋本店 米子市東福原3-9-9
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ホクトコウギョウ 北斗興業㈱ 米子市車尾4-3-43
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ホンダコウムテン ㈲本田工務店 米子市上福原246-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 マツザワグミ ㈲松澤組 米子市淀江町西原1162-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 マツモトグミ ㈱松本組 米子市富益町69-5
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 マテリテック マテリテック㈱ 米子市上福原4-1-44
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ミドリケンセツ ㈲みどり建設 米子市尾高2048
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 ヤマネ ㈱山根 米子市淀江町西原212-8
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域内 リンクス ㈱リンクス 境港市蓮池町50-1
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 イシクラケンセツ ㈲石倉建設 米子市長砂町935-2
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 エイエイチエイ ㈱エイ・エイチ・エイ 米子市日原820-1
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 グリーンイシクラ ㈲グリーンいしくら 米子市長砂町927-9
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 コウダイケンセツ ㈲幸大建設 米子市両三柳3061-22
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とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 コーワケンセツ コーワ建設㈲ 境港市高松町1223
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 ナガトウケンセツ ㈱ナガトウ建設 米子市米原8-4-27
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 ホクトコウギョウ 北斗興業㈱ 米子市車尾4-3-43
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 ホンダコウムテン ㈲本田工務店 米子市上福原246-1
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 マツザワグミ ㈲松澤組 米子市淀江町西原1162-1
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
とび・土工・コンクリート（交通安全施設） 給水区域内 ヤマネ ㈱山根 米子市淀江町西原212-8
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域内 サンインリョクカケンセツ 山陰緑化建設㈱ 米子市陰田町657-18
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域内 ミドリケンセツ ㈲みどり建設 米子市尾高2048
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域内 ヤマネ ㈱山根 米子市淀江町西原212-8
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域内 ヨナゴガスサンギョウ 米子ガス産業㈱ 米子市旗ヶ崎2200
とび・土工・コンクリート（法面植生工） 給水区域内 コウダイケンセツ ㈲幸大建設 米子市両三柳3061-22
とび・土工・コンクリート（法面植生工） 給水区域内 サンインリョクカケンセツ 山陰緑化建設㈱ 米子市陰田町657-18
とび・土工・コンクリート（法面植生工） 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
とび・土工・コンクリート（法面植生工） 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
とび・土工・コンクリート（法面植生工） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
とび・土工・コンクリート（法面植生工） 給水区域内 ミドリケンセツ ㈲みどり建設 米子市尾高2048
とび・土工・コンクリート（法面植生工） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
とび・土工・コンクリート（法面植生工） 給水区域内 ヤマネ ㈱山根 米子市淀江町西原212-8
とび・土工・コンクリート（法面保護工） 給水区域内 サンインリョクカケンセツ 山陰緑化建設㈱ 米子市陰田町657-18
とび・土工・コンクリート（法面保護工） 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
とび・土工・コンクリート（法面保護工） 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
とび・土工・コンクリート（法面保護工） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
とび・土工・コンクリート（法面保護工） 給水区域内 ミドリケンセツ ㈲みどり建設 米子市尾高2048
とび・土工・コンクリート（法面保護工） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
とび・土工・コンクリート（法面保護工） 給水区域内 ヤマネ ㈱山根 米子市淀江町西原212-8
とび・土工・コンクリート（落石防止網工） 給水区域内 サンインリョクカケンセツ 山陰緑化建設㈱ 米子市陰田町657-18
とび・土工・コンクリート（落石防止網工） 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
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とび・土工・コンクリート（落石防止網工） 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
とび・土工・コンクリート（落石防止網工） 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
とび・土工・コンクリート（落石防止網工） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
とび・土工・コンクリート（落石防止網工） 給水区域内 ミドリケンセツ ㈲みどり建設 米子市尾高2048
とび・土工・コンクリート（落石防止網工） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
とび・土工・コンクリート（落石防止網工） 給水区域内 ヤマネ ㈱山根 米子市淀江町西原212-8
とび・土工・コンクリート（アンカー工） 給水区域内 サンインリョクカケンセツ 山陰緑化建設㈱ 米子市陰田町657-18
とび・土工・コンクリート（アンカー工） 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
とび・土工・コンクリート（アンカー工） 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
とび・土工・コンクリート（アンカー工） 給水区域内 ミドリケンセツ ㈲みどり建設 米子市尾高2048
とび・土工・コンクリート（アンカー工） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
とび・土工・コンクリート（アンカー工） 給水区域内 ヤマネ ㈱山根 米子市淀江町西原212-8
屋根工事 給水区域内 イワサキグミ ㈱岩崎組 米子市灘町3-147-6
屋根工事 給水区域内 オカダショウテン ㈱岡田商店 米子市上福原673-4
屋根工事 給水区域内 ショウワケンセツ ㈱松和建設 米子市車尾5-4-19
屋根工事 給水区域内 ビッチュウヤホンテン ㈱備中屋本店 米子市東福原3-9-9
屋根工事 給水区域内 マテリテック マテリテック㈱ 米子市上福原4-1-44
屋根工事 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
電気工事 給水区域内 エイエイチエイ ㈱エイ・エイチ・エイ 米子市日原820-1
電気工事 給水区域内 エイワデンキコウジ 栄和電気工事㈲ 米子市旗ヶ崎7-13-12
電気工事 給水区域内 オカダデンコウ 岡田電工㈱ 米子市西福原6-6-10
電気工事 給水区域内 コトブキデンキ ㈱寿電気 米子市旗ヶ崎2-12-36
電気工事 給水区域内 サイキデンキセツビ ㈲斉木電気設備 米子市二本木1040
電気工事 給水区域内 サンインギジュツコンサルタント サンイン技術コンサルタント㈱ 米子市昭和町25-1
電気工事 給水区域内 シンセイデンキコウジ ㈲新生電気工事 米子市吉岡319-15
電気工事 給水区域内 ダイキエンジニアリング ㈱大機エンジニアリング 米子市熊党91-1
電気工事 給水区域内 トウヨウサンデン ㈲東洋産電 米子市両三柳300
電気工事 給水区域内 ナガイデンキコウギョウショ ㈱永井電機工業所 米子市東福原1-2-23
電気工事 給水区域内 ニシニホンテツドウツウシン 西日本鉄道通信㈱ 日吉津村日吉津45-3
電気工事 給水区域内 ヒカリデンキコウジ ㈲光電気工事 米子市淀江町西原1209-6
電気工事 給水区域内 ホクシン ㈱ホクシン 米子市夜見町3079-17
電気工事 給水区域内 マツダデンコウ 松田電工㈲ 米子市博労町3-1
電気工事 給水区域内 マツトウデンキ ㈱松東電機 米子市二本木1009-7
電気工事 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
電気工事 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
電気工事 給水区域内 モチダ ㈱モチダ 米子市蚊屋248-1
電気工事 給水区域内 ヨナゴガスサンギョウ 米子ガス産業㈱ 米子市旗ヶ崎2200
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電気工事 給水区域内 ヨナゴホウチキ ㈲米子報知機 米子市米原3-7-20
管工事 給水区域内 アクア ㈲アクア 米子市大篠津町779-4
管工事 給水区域内 アダチネンリョウ 足立燃料㈲ 境港市幸神町154
管工事 給水区域内 コーワケンセツ コーワ建設㈲ 境港市高松町1223
管工事 給水区域内 サンインギジュツコンサルタント サンイン技術コンサルタント㈱ 米子市昭和町25-1
管工事 給水区域内 サンシンソウゴウセツビ ㈱三伸総合設備 米子市目久美町70-6
管工事 給水区域内 サントクコウサン ㈱三徳興産 米子市榎原1452-1
管工事 給水区域内 サンワスイドウコウギョウショ ㈲三和水道工業所 米子市錦町2-83
管工事 給水区域内 シンセイ ㈱シンセイ 米子市西福原9-19-15
管工事 給水区域内 シンセイデンキコウジ ㈲新生電気工事 米子市吉岡319-15
管工事 給水区域内 ソガコウギョウ 曽我工業㈱ 米子市富益町63-8
管工事 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
管工事 給水区域内 タイコウセツビコウギョウ 大幸設備工業㈲ 米子市両三柳150-3
管工事 給水区域内 ダイマルスイキ ㈱大丸水機 米子市淀江町西原106-1
管工事 給水区域内 テック ㈲テック 米子市一部162-2
管工事 給水区域内 トウヨウサンデン ㈲東洋産電 米子市両三柳300
管工事 給水区域内 ナガイデンキコウギョウショ ㈱永井電機工業所 米子市東福原1-2-23
管工事 給水区域内 ハシモトコウギョウショ ㈲橋本工業所 境港市小篠津町257-1
管工事 給水区域内 フナハラセツビコウギョウ ㈲舩原設備工業 米子市夜見町1639-4
管工事 給水区域内 ホクシン ㈱ホクシン 米子市夜見町3079-17
管工事 給水区域内 マツザワグミ ㈲松澤組 米子市淀江町西原1162-1
管工事 給水区域内 マツトウデンキ ㈱松東電機 米子市二本木1009-7
管工事 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
管工事 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
管工事 給水区域内 モチダ ㈱モチダ 米子市蚊屋248-1
管工事 給水区域内 ヤマネ ㈱山根 米子市淀江町西原212-8
管工事 給水区域内 ヨナゴガスサンギョウ 米子ガス産業㈱ 米子市旗ヶ崎2200
管工事 給水区域内 ヨナゴカンコウジギョウキョウドウクミアイ 米子管工事業協同組合 米子市西福原5-9-59
管工事 給水区域内 ヨナゴキコウ 米子機工㈱ 米子市夜見町2710
タイル・れんが・ブロック工事 給水区域内 オカダショウテン ㈱岡田商店 米子市上福原673-4
タイル・れんが・ブロック工事 給水区域内 ショウワケンセツ ㈱松和建設 米子市車尾5-4-19
鋼構造物（一般） 給水区域内 イワタケンセツ イワタ建設㈱ 米子市蚊屋241
鋼構造物（一般） 給水区域内 サントクコウサン ㈱三徳興産 米子市榎原1452-1
鋼構造物（一般） 給水区域内 ショウワケンセツ ㈱松和建設 米子市車尾5-4-19
鋼構造物（一般） 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
鋼構造物（一般） 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
鋼構造物（一般） 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
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鋼構造物（一般） 給水区域内 ヨナゴキコウ 米子機工㈱ 米子市夜見町2710
ほ装工事 給水区域内 エイエイチエイ ㈱エイ・エイチ・エイ 米子市日原820-1
ほ装工事 給水区域内 コウダイケンセツ ㈲幸大建設 米子市両三柳3061-22
ほ装工事 給水区域内 シモモト ㈱シモモト 米子市尾高531
ほ装工事 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
ほ装工事 給水区域内 トッケンコウギョウ ㈱特研工業 米子市永江501
ほ装工事 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
ほ装工事 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
ほ装工事 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
ほ装工事 給水区域内 ヤマネ ㈱山根 米子市淀江町西原212-8
しゅんせつ工事 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
板金工事 給水区域内 ビッチュウヤホンテン ㈱備中屋本店 米子市東福原3-9-9
ガラス工事 給水区域内 ショウワウィンドウ 昭和ウインドウ㈱ 米子市中島2-15-16
塗装工事（一般） 給水区域内 イナタコウギョウ ㈲稲田工業 米子市夜見町2496-3
塗装工事（一般） 給水区域内 イワサキトソウテン ㈲岩崎塗装店 米子市博労町1-8
塗装工事（一般） 給水区域内 オカダショウテン ㈱岡田商店 米子市上福原673-4
塗装工事（一般） 給水区域内 ジェネシス ㈱ジェネシス 米子市河崎3315-72
塗装工事（一般） 給水区域内 シミズトコウ ㈲清水塗工 境港市上道町2023-7
塗装工事（一般） 給水区域内 シンワサンギョウ 新和産業㈱ 境港市元町124-1
塗装工事（一般） 給水区域内 チュウゴクトソウコウギョウ ㈲中国塗装工業 米子市彦名町507
塗装工事（一般） 給水区域内 ナカヤマトソウ 中山塗装 米子市淀江町佐陀305-1
塗装工事（一般） 給水区域内 ビッチュウヤホンテン ㈱備中屋本店 米子市東福原3-9-9
塗装工事（一般） 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
塗装工事（一般） 給水区域内 ホクトコウギョウ 北斗興業㈱ 米子市車尾4-3-43
塗装工事（一般） 給水区域内 マツザワグミ ㈲松澤組 米子市淀江町西原1162-1
塗装工事（一般） 給水区域内 マテリテック マテリテック㈱ 米子市上福原4-1-44
塗装工事（一般） 給水区域内 ミタコドケン ㈱みたこ土建 米子市八幡486-1
塗装工事（一般） 給水区域内 ミヤヒラトソウテン ㈲宮平塗装店 米子市立町3-107
塗装工事（一般） 給水区域内 ヨナゴガスサンギョウ 米子ガス産業㈱ 米子市旗ヶ崎2200
塗装工事（区画線工） 給水区域内 ホクトコウギョウ 北斗興業㈱ 米子市車尾4-3-43
防水工事 給水区域内 イナタコウギョウ ㈲稲田工業 米子市夜見町2496-3
防水工事 給水区域内 イワサキトソウテン ㈲岩崎塗装店 米子市博労町1-8
防水工事 給水区域内 オカダショウテン ㈱岡田商店 米子市上福原673-4
防水工事 給水区域内 シミズトコウ ㈲清水塗工 境港市上道町2023-7
防水工事 給水区域内 シンワサンギョウ 新和産業㈱ 境港市元町124-1
防水工事 給水区域内 チュウゴクトソウコウギョウ ㈲中国塗装工業 米子市彦名町507
防水工事 給水区域内 ツダケンチク ㈱津田建築 米子市安倍597-3
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防水工事 給水区域内 ホンダコウムテン ㈲本田工務店 米子市上福原246-1
防水工事 給水区域内 マテリテック マテリテック㈱ 米子市上福原4-1-44
防水工事 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
防水工事 給水区域内 ミヤヒラトソウテン ㈲宮平塗装店 米子市立町3-107
内装仕上（一般） 給水区域内 オカダショウテン ㈱岡田商店 米子市上福原673-4
内装仕上（一般） 給水区域内 ショウワケンセツ ㈱松和建設 米子市車尾5-4-19
内装仕上（一般） 給水区域内 ビッチュウヤホンテン ㈱備中屋本店 米子市東福原3-9-9
内装仕上（一般） 給水区域内 マツモトグミ ㈱松本組 米子市富益町69-5
内装仕上（一般） 給水区域内 マテリテック マテリテック㈱ 米子市上福原4-1-44
内装仕上（一般） 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
内装仕上（畳工） 給水区域内 ビッチュウヤホンテン ㈱備中屋本店 米子市東福原3-9-9
機械器具設置工事 給水区域内 サンシンソウゴウセツビ ㈱三伸総合設備 米子市目久美町70-6
機械器具設置工事 給水区域内 ダイマルスイキ ㈱大丸水機 米子市淀江町西原106-1
機械器具設置工事 給水区域内 ティビィエム ㈱ティビィエム 米子市目久美町34-2
機械器具設置工事 給水区域内 ナガイデンキコウギョウショ ㈱永井電機工業所 米子市東福原1-2-23
機械器具設置工事 給水区域内 ビッチュウヤホンテン ㈱備中屋本店 米子市東福原3-9-9
機械器具設置工事 給水区域内 ホクシン ㈱ホクシン 米子市夜見町3079-17
機械器具設置工事 給水区域内 モチダ ㈱モチダ 米子市蚊屋248-1
機械器具設置工事 給水区域内 ヨナゴキコウ 米子機工㈱ 米子市夜見町2710
熱絶縁工事 給水区域内 オカダショウテン ㈱岡田商店 米子市上福原673-4
電気通信工事 給水区域内 オカダデンコウ 岡田電工㈱ 米子市西福原6-6-10
電気通信工事 給水区域内 サイキデンキセツビ ㈲斉木電気設備 米子市二本木1040
電気通信工事 給水区域内 タイヨーツウシン ㈱タイヨー通信 日吉津村日吉津45-3
電気通信工事 給水区域内 ニシニホンテツドウツウシン 西日本鉄道通信㈱ 日吉津村日吉津45-3
電気通信工事 給水区域内 ホクシン ㈱ホクシン 米子市夜見町3079-17
電気通信工事 給水区域内 ヨナゴホウチキ ㈲米子報知機 米子市米原3-7-20
造園工事 給水区域内 イシクラケンセツ ㈲石倉建設 米子市長砂町935-2
造園工事 給水区域内 グリーンイシクラ ㈲グリーンいしくら 米子市長砂町927-9
造園工事 給水区域内 コーワケンセツ コーワ建設㈲ 境港市高松町1223
造園工事 給水区域内 サンインリョクカケンセツ 山陰緑化建設㈱ 米子市陰田町657-18
造園工事 給水区域内 ナガトウケンセツ ㈱ナガトウ建設 米子市米原8-4-27
造園工事 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
造園工事 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
造園工事 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
さく井工事 給水区域内 サンインギジュツコンサルタント サンイン技術コンサルタント㈱ 米子市昭和町25-1
さく井工事 給水区域内 サントクコウサン ㈱三徳興産 米子市榎原1452-1
さく井工事 給水区域内 モチダ ㈱モチダ 米子市蚊屋248-1
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建具工事 給水区域内 ショウワウィンドウ 昭和ウインドウ㈱ 米子市中島2-15-16
建具工事 給水区域内 ナカヤマ ㈱なかやま 米子市浦津270
建具工事 給水区域内 ビッチュウヤホンテン ㈱備中屋本店 米子市東福原3-9-9
建具工事 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
水道施設工事 給水区域内 アイシン ㈲アイシン 米子市彦名町527-2 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 アクア ㈲アクア 米子市大篠津町779-4 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 アダチネンリョウ 足立燃料㈲ 境港市幸神町154 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 イシクラケンセツ ㈲石倉建設 米子市長砂町935-2
水道施設工事 給水区域内 サントクコウサン ㈱三徳興産 米子市榎原1452-1 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 サンワスイドウコウギョウショ ㈲三和水道工業所 米子市錦町2-83 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 シンセイ ㈱シンセイ 米子市西福原9-19-15 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 ソガコウギョウ 曽我工業㈱ 米子市富益町63-8 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 ダイキョウグミ ㈱大協組 米子市蚊屋235-2
水道施設工事 給水区域内 タイコウセツビコウギョウ 大幸設備工業㈲ 米子市両三柳150-3 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 ダイマルスイキ ㈱大丸水機 米子市淀江町西原106-1 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 テック ㈲テック 米子市一部162-2 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 ハシモトコウギョウショ ㈲橋本工業所 境港市小篠津町257-1 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 フナハラセツビコウギョウ ㈲舩原設備工業 米子市夜見町1639-4 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 モチダ ㈱モチダ 米子市蚊屋248-1 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 ヨナゴガスサンギョウ 米子ガス産業㈱ 米子市旗ヶ崎2200 配水管等工事

水道施設工事 給水区域内 ヨナゴカンコウジギョウキョウドウクミアイ 米子管工事業協同組合 米子市西福原5-9-59 配水管等工事

消防施設工事 給水区域内 サンシンソウゴウセツビ ㈱三伸総合設備 米子市目久美町70-6
消防施設工事 給水区域内 ティビィエム ㈱ティビィエム 米子市目久美町34-2
消防施設工事 給水区域内 ミテック ㈱ミテック 米子市吉谷217
消防施設工事 給水区域内 モチダ ㈱モチダ 米子市蚊屋248-1
消防施設工事 給水区域内 ヨナゴガスサンギョウ 米子ガス産業㈱ 米子市旗ヶ崎2200
消防施設工事 給水区域内 ヨナゴホウチキ ㈲米子報知機 米子市米原3-7-20
解体工事 給水区域内 イシクラケンセツ ㈲石倉建設 米子市長砂町935-2
解体工事 給水区域内 コーワケンセツ コーワ建設㈲ 境港市高松町1223
解体工事 給水区域内 サクセス ㈲サクセス 米子市大篠津町3197
解体工事 給水区域内 サンインリョクカケンセツ 山陰緑化建設㈱ 米子市陰田町657-18
解体工事 給水区域内 サントクコウサン ㈱三徳興産 米子市榎原1452-1
解体工事 給水区域内 ナカヤマ ㈱なかやま 米子市浦津270
解体工事 給水区域内 ヒライコウギョウ 平井工業㈱ 米子市河岡954-1
解体工事 給水区域内 マツモトグミ ㈱松本組 米子市富益町69-5
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解体工事 給水区域内 ミホテクノス 美保テクノス㈱ 米子市昭和町25
解体工事 給水区域内 リンクス ㈱リンクス 境港市蓮池町50-1
土木一式（一般） 給水区域外 アーステクノ ㈱アーステクノ 鳥取市里仁字堂ノ元243番3
土木一式（一般） 給水区域外 アオキアスナロケンセツ 青木あすなろ建設㈱ 港区芝4-8-2
土木一式（一般） 給水区域外 アシモリエンジニアリング 芦森エンジニアリング㈱ 大阪市西区土佐堀1-4-8
土木一式（一般） 給水区域外 アンドウハザマ ㈱安藤・間 港区赤坂六丁目１番２０号
土木一式（一般） 給水区域外 エヌディーネットサービス NDネットサービス㈲ 堺市堺区神南辺町2-90-5
土木一式（一般） 給水区域外 エバラジツギョウ 荏原実業㈱ 中央区銀座7-14-1
土木一式（一般） 給水区域外 オオバヤシグミ ㈱大林組 港区港南2-15-2
土木一式（一般） 給水区域外 オオモトグミ ㈱大本組 岡山市北区内山下1-1-13
土木一式（一般） 給水区域外 オリエンタルシライシ オリエンタル白石㈱ 江東区豊洲5-6-52
土木一式（一般） 給水区域外 キドウケンセツコウギョウ 機動建設工業㈱ 大阪市福島区福島4-6-31
土木一式（一般） 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
土木一式（一般） 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
土木一式（一般） 給水区域外 サトウコウギョウ 佐藤工業㈱ 中央区日本橋本町4-12-19
土木一式（一般） 給水区域外 サンインクボタスイドウヨウザイ 山陰クボタ水道用材㈱ 松江市平成町182-15
土木一式（一般） 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
土木一式（一般） 給水区域外 セキスイアクアシステム 積水アクアシステム㈱ 大阪市北区大淀中1-1-30
土木一式（一般） 給水区域外 ゼニタカグミ ㈱錢高組 大阪市西区西本町2-2-4
土木一式（一般） 給水区域外 タイセイキコウ 大成機工㈱ 大阪市北区梅田1-1-3-2700
土木一式（一般） 給水区域外 ダイテツコウギョウ 大鉄工業㈱ 大阪市淀川区西中島3-9-15
土木一式（一般） 給水区域外 ダイホウケンセツ 大豊建設㈱ 中央区新川1-24-4
土木一式（一般） 給水区域外 ダイワセツビ 大和設備㈱ 鳥取市商栄町227
土木一式（一般） 給水区域外 タケナカドボク ㈱竹中土木 江東区新砂1-1-1
土木一式（一般） 給水区域外 チュウオウ 中央㈱ 倉吉市福守町312-2
土木一式（一般） 給水区域外 チュウデンコウ ㈱中電工 広島市中区小網町6-12
土木一式（一般） 給水区域外 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業㈱ 新宿区西新宿3-7-1
土木一式（一般） 給水区域外 トウキュウケンセツ 東急建設㈱ 渋谷区渋谷1-16-14
土木一式（一般） 給水区域外 トダケンセツ 戸田建設㈱ 中央区京橋1-7-1
土木一式（一般） 給水区域外 ナカボーテック ㈱ナカボーテック 中央区新川2-5-2
土木一式（一般） 給水区域外 ニットクケンセツ 日特建設㈱ 中央区東日本橋3-10-6
土木一式（一般） 給水区域外 ニッポンピーエス ㈱日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町3
土木一式（一般） 給水区域外 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発㈱ 港区赤坂4-9-9
土木一式（一般） 給水区域外 ニホンボウショクコウギョウ 日本防蝕工業㈱ 大田区南蒲田1-21-12
土木一式（一般） 給水区域外 ノダック ノダック㈱ 豊中市宝山町23-15
土木一式（一般） 給水区域外 ピーエスミツビシ ㈱ピーエス三菱 中央区晴海2-5-24
土木一式（一般） 給水区域外 フクダ ㈱フクダ 出雲市斐川町沖洲1080
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土木一式（一般） 給水区域外 フソウ ㈱フソウ 高松市郷東町792-8
土木一式（一般） 給水区域外 マエザワコウギョウ 前澤工業㈱ 川口市仲町5-11
土木一式（一般） 給水区域外 ミツイスミトモケンセツ 三井住友建設㈱ 中央区佃2-1-6
土木一式（一般） 給水区域外 メイワコウギョウ 明和工業㈱ 新潟市西蒲区打越135-1
土木一式（一般） 給水区域外 ヤダコウギョウ 矢田工業㈱ 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木1

土木一式（一般） 給水区域外 ヤマコウケンセツ やまこう建設㈱ 鳥取市南隈255
土木一式（維持補修） 給水区域外 アオキアスナロケンセツ 青木あすなろ建設㈱ 港区芝4-8-2
土木一式（維持補修） 給水区域外 オリエンタルシライシ オリエンタル白石㈱ 江東区豊洲5-6-52
土木一式（維持補修） 給水区域外 フクダ ㈱フクダ 出雲市斐川町沖洲1080
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 アオキアスナロケンセツ 青木あすなろ建設㈱ 港区芝4-8-2
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 アベニッコウコウギョウ ㈱安部日鋼工業 岐阜市六条大溝3-13-3
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 オオバヤシグミ ㈱大林組 港区港南2-15-2
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 オリエンタルシライシ オリエンタル白石㈱ 江東区豊洲5-6-52
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 キドウケンセツコウギョウ 機動建設工業㈱ 大阪市福島区福島4-6-31
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 キョクトウコウワ 極東興和㈱ 広島市東区光町2-6-31
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 ゼニタカグミ ㈱錢高組 大阪市西区西本町2-2-4
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 タケナカドボク ㈱竹中土木 江東区新砂1-1-1
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 トダケンセツ 戸田建設㈱ 中央区京橋1-7-1
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 ニッポンピーエス ㈱日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町3
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 ピーエスミツビシ ㈱ピーエス三菱 中央区晴海2-5-24
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 フジピーエス ㈱富士ピー・エス 福岡市中央区薬院1-13-8
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 フソウ ㈱フソウ 高松市郷東町792-8
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 ミツイスミトモケンセツ 三井住友建設㈱ 中央区佃2-1-6
土木一式（ＰＣ） 給水区域外 ヤマコウケンセツ やまこう建設㈱ 鳥取市南隈255
建築一式（一般） 給水区域外 アンドウハザマ ㈱安藤・間 港区赤坂六丁目１番２０号
建築一式（一般） 給水区域外 オオバヤシグミ ㈱大林組 港区港南2-15-2
建築一式（一般） 給水区域外 オオモトグミ ㈱大本組 岡山市北区内山下1-1-13
建築一式（一般） 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
建築一式（一般） 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
建築一式（一般） 給水区域外 サトウコウギョウ 佐藤工業㈱ 中央区日本橋本町4-12-19
建築一式（一般） 給水区域外 サンインクボタスイドウヨウザイ 山陰クボタ水道用材㈱ 松江市平成町182-15
建築一式（一般） 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
建築一式（一般） 給水区域外 ゼニタカグミ ㈱錢高組 大阪市西区西本町2-2-4
建築一式（一般） 給水区域外 ダイテツコウギョウ 大鉄工業㈱ 大阪市淀川区西中島3-9-15
建築一式（一般） 給水区域外 ダイホウケンセツ 大豊建設㈱ 中央区新川1-24-4
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建築一式（一般） 給水区域外 ダイワリース 大和リース㈱ 大阪市中央区農人橋2-1-36
建築一式（一般） 給水区域外 タケナカドボク ㈱竹中土木 江東区新砂1-1-1
建築一式（一般） 給水区域外 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業㈱ 新宿区西新宿3-7-1
建築一式（一般） 給水区域外 トウキュウケンセツ 東急建設㈱ 渋谷区渋谷1-16-14
建築一式（一般） 給水区域外 トダケンセツ 戸田建設㈱ 中央区京橋1-7-1
建築一式（一般） 給水区域外 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発㈱ 港区赤坂4-9-9
建築一式（一般） 給水区域外 ピーエスミツビシ ㈱ピーエス三菱 中央区晴海2-5-24
建築一式（一般） 給水区域外 フソウ ㈱フソウ 高松市郷東町792-8
建築一式（一般） 給水区域外 ミツイスミトモケンセツ 三井住友建設㈱ 中央区佃2-1-6
建築一式（一般） 給水区域外 ヤマコウケンセツ やまこう建設㈱ 鳥取市南隈255
建築一式（解体） 給水区域外 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業㈱ 新宿区西新宿3-7-1
建築一式（解体） 給水区域外 トダケンセツ 戸田建設㈱ 中央区京橋1-7-1
建築一式（解体） 給水区域外 ミツイスミトモケンセツ 三井住友建設㈱ 中央区佃2-1-6
建築一式（解体） 給水区域外 ヤマコウケンセツ やまこう建設㈱ 鳥取市南隈255
大工工事 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 アーステクノ ㈱アーステクノ 鳥取市里仁字堂ノ元243番3
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 アオキアスナロケンセツ 青木あすなろ建設㈱ 港区芝4-8-2
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 アベニッコウコウギョウ ㈱安部日鋼工業 岐阜市六条大溝3-13-3
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 アンドウハザマ ㈱安藤・間 港区赤坂六丁目１番２０号
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 エヌディーネットサービス NDネットサービス㈲ 堺市堺区神南辺町2-90-5
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 オオバヤシグミ ㈱大林組 港区港南2-15-2
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 オオモトグミ ㈱大本組 岡山市北区内山下1-1-13
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 オリエンタルシライシ オリエンタル白石㈱ 江東区豊洲5-6-52
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 キドウケンセツコウギョウ 機動建設工業㈱ 大阪市福島区福島4-6-31
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 サトウコウギョウ 佐藤工業㈱ 中央区日本橋本町4-12-19
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 シマダギジュツコンサルタント ㈱シマダ技術コンサルタント 安来市飯島町228
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 ゼニタカグミ ㈱錢高組 大阪市西区西本町2-2-4
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 タケナカドボク ㈱竹中土木 江東区新砂1-1-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 チュウオウ 中央㈱ 倉吉市福守町312-2
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 チュウゴクパラテックス ㈱中国パラテックス 岡山市南区新保1116-7
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 トダケンセツ 戸田建設㈱ 中央区京橋1-7-1
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 ニットクケンセツ 日特建設㈱ 中央区東日本橋3-10-6
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 ニッポンピーエス ㈱日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町3
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発㈱ 港区赤坂4-9-9
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とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 ノダック ノダック㈱ 豊中市宝山町23-15
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 ピーエスミツビシ ㈱ピーエス三菱 中央区晴海2-5-24
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 フクダ ㈱フクダ 出雲市斐川町沖洲1080
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 ミツイスミトモケンセツ 三井住友建設㈱ 中央区佃2-1-6
とび・土工・コンクリート（一般） 給水区域外 ヤマコウケンセツ やまこう建設㈱ 鳥取市南隈255
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域外 タケナカドボク ㈱竹中土木 江東区新砂1-1-1
とび・土工・コンクリート（法面処理一般） 給水区域外 ニットクケンセツ 日特建設㈱ 中央区東日本橋3-10-6
とび・土工・コンクリート（法面植生工） 給水区域外 ニットクケンセツ 日特建設㈱ 中央区東日本橋3-10-6
とび・土工・コンクリート（法面保護工） 給水区域外 ニットクケンセツ 日特建設㈱ 中央区東日本橋3-10-6
とび・土工・コンクリート（落石防止網工） 給水区域外 ニットクケンセツ 日特建設㈱ 中央区東日本橋3-10-6
とび・土工・コンクリート（アンカー工） 給水区域外 ニットクケンセツ 日特建設㈱ 中央区東日本橋3-10-6
石工事 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
屋根工事 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
屋根工事 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
屋根工事 給水区域外 ダイテツコウギョウ 大鉄工業㈱ 大阪市淀川区西中島3-9-15
電気工事 給水区域外 アイチトケイデンキ 愛知時計電機㈱ 名古屋市熱田区千年1-2-70
電気工事 給水区域外 アズビル アズビル㈱ 千代田区丸の内2-7-3
電気工事 給水区域外 アルソックサンイン ALSOK山陰㈱ 島根県松江市朝日町477-17
電気工事 給水区域外 エナテクス ㈱エナテクス 倉吉市清谷町二丁目73
電気工事 給水区域外 エバラジツギョウ 荏原実業㈱ 中央区銀座7-14-1
電気工事 給水区域外 オウジエンジニアリング 王子エンジニアリング㈱ 東京都中央区銀座四丁目７番５号
電気工事 給水区域外 オオバヤシグミ ㈱大林組 港区港南2-15-2
電気工事 給水区域外 オルガノ オルガノ㈱ 江東区新砂1-2-8
電気工事 給水区域外 オルガノプラントサービス オルガノプラントサービス㈱ 文京区本郷5-5-16
電気工事 給水区域外 カンデンエンジニアリング ㈱かんでんエンジニアリング 大阪市北区中之島6-2-27
電気工事 給水区域外 キビソウゴウデンセツ ㈱吉備総合電設 鳥取市田園町3-101
電気工事 給水区域外 キョウワキデンコウギョウ 協和機電工業㈱ 長崎市川口町10-2
電気工事 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
電気工事 給水区域外 クラヨシカンキコウギョウ 倉吉管機工業㈱ 倉吉市福庭町1-573
電気工事 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
電気工事 給水区域外 サンインクボタスイドウヨウザイ 山陰クボタ水道用材㈱ 松江市平成町182-15
電気工事 給水区域外 サンインディーゼルショウジ ㈱山陰ディーゼル商事 松江市学園1-16-46
電気工事 給水区域外 サンキョウコウギョウ 三協工業㈱ 品川区西五反田7-20-11
電気工事 給水区域外 ジーエスユアサ ㈱ＧＳユアサ 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1

電気工事 給水区域外 シマネデンコウ 島根電工㈱ 松江市東本町5-63
電気工事 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
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電気工事 給水区域外 シンカワデンキ 新川電機㈱ 広島市中区三川町10-9
電気工事 給水区域外 シンクエンジニアリング シンク・エンジニアリング㈱ 目黒区自由が丘3-16-15
電気工事 給水区域外 シンコウカンキョウメンテナンス 神鋼環境メンテナンス㈱ 神戸市中央区磯上通2-2-21
電気工事 給水区域外 シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー㈱ 港区芝大門1-1-30
電気工事 給水区域外 スイキテクノス ㈱水機テクノス 世田谷区桜丘5-48-16
電気工事 給水区域外 スイングエンジニアリング 水ingエンジニアリング㈱ 港区港南1-7-18
電気工事 給水区域外 セイコウデンキセイサクショ ㈱正興電機製作所 福岡市博多区東光2-7-25
電気工事 給水区域外 ダイワセツビ 大和設備㈱ 鳥取市商栄町227
電気工事 給水区域外 チュウデンコウ ㈱中電工 広島市中区小網町6-12
電気工事 給水区域外 ツルミセイサクショ ㈱鶴見製作所 大阪市鶴見区鶴見4-16-40
電気工事 給水区域外 トウキョウケイキ 東京計器㈱ 大田区南蒲田2-16-46
電気工事 給水区域外 トウシバインフラシステムズ 東芝インフラシステムズ㈱ 川崎市幸区堀川町72番地34
電気工事 給水区域外 トウシバプラントシステム 東芝プラントシステム㈱ 横浜市鶴見区鶴見中央4-36-5
電気工事 給水区域外 トウヨウサンギョウ 東洋産業㈱ 大田区大森本町1-6-1
電気工事 給水区域外 トダケンセツ 戸田建設㈱ 中央区京橋1-7-1
電気工事 給水区域外 トットリデンギョウ 鳥取電業㈱ 鳥取市商栄町251-10
電気工事 給水区域外 トリシマセイサクショ ㈱酉島製作所 高槻市宮田町1-1-8
電気工事 給水区域外 ナカボーテック ㈱ナカボーテック 中央区新川2-5-2
電気工事 給水区域外 ニイガタゲンドウキ 新潟原動機㈱ 千代田区外神田2-14-5
電気工事 給水区域外 ニシハラカンキョウ ㈱西原環境 港区海岸3-20-20
電気工事 給水区域外 ニッカイツウシンコウギョウ 日海通信工業㈱ 松江市古志原３－１２－３１
電気工事 給水区域外 ニッシンデンキ 日新電機㈱ 京都市右京区梅津高畝町47
電気工事 給水区域外 ニホンボウショクコウギョウ 日本防蝕工業㈱ 大田区南蒲田1-21-12
電気工事 給水区域外 ニホンメンテナスエンジニヤリング 日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 大阪市北区同心1-7-14
電気工事 給水区域外 パナソニックシステムソリューションズジャパン パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 中央区銀座8-21-1
電気工事 給水区域外 ヒタチサンキシステム ㈱日立産機システム 東京都千代田区神田練塀町３
電気工事 給水区域外 ヒタチセイサクショ ㈱日立製作所 千代田区丸の内1-6-6
電気工事 給水区域外 フジフルカワイーアンドシー 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱ 川崎市幸区堀川町580
電気工事 給水区域外 フソウ ㈱フソウ 高松市郷東町792-8
電気工事 給水区域外 ミツビシデンキ 三菱電機㈱ 千代田区丸の内2-7-3
電気工事 給水区域外 ミホデンキ 三保電機㈱ 広島市西区大芝1-24-19
電気工事 給水区域外 メイデンエンジニアリング ㈱明電エンジニアリング 東京都品川区大崎3丁目7-9
電気工事 給水区域外 メイデンシャ ㈱明電舎 品川区大崎2-1-1
電気工事 給水区域外 メタウォーター メタウォーター㈱ 千代田区神田須田町一丁目25
電気工事 給水区域外 ヤスカワデンキ ㈱安川電機 北九州市八幡西区黒崎城石2-1
電気工事 給水区域外 ヤマグチデンギョウ 山口電業㈱ 鳥取市南安長1-23-10
電気工事 給水区域外 ヨコガソリューションサービス 横河ソリューションサービス㈱ 東京都武蔵野市中町2-9-32
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電気工事 給水区域外 ワコウ 和幸㈱ 松江市伊勢宮町564
管工事 給水区域外 アイチトケイデンキ 愛知時計電機㈱ 名古屋市熱田区千年1-2-70
管工事 給水区域外 アズビル アズビル㈱ 千代田区丸の内2-7-3
管工事 給水区域外 エバラジツギョウ 荏原実業㈱ 中央区銀座7-14-1
管工事 給水区域外 オウジエンジニアリング 王子エンジニアリング㈱ 東京都中央区銀座四丁目７番５号
管工事 給水区域外 オオバヤシグミ ㈱大林組 港区港南2-15-2
管工事 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
管工事 給水区域外 クラヨシカンキコウギョウ 倉吉管機工業㈱ 倉吉市福庭町1-573
管工事 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
管工事 給水区域外 サンインクボタスイドウヨウザイ 山陰クボタ水道用材㈱ 松江市平成町182-15
管工事 給水区域外 サンキョウコウギョウ 三協工業㈱ 品川区西五反田7-20-11
管工事 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
管工事 給水区域外 シンコウカンキョウメンテナンス 神鋼環境メンテナンス㈱ 神戸市中央区磯上通2-2-21
管工事 給水区域外 シンセイギケン シンセイ技研㈱ 松江市平成町182-37
管工事 給水区域外 シンニホンコウギョウ 新日本工業㈱ 名古屋市昭和区吹上町2-1-5
管工事 給水区域外 スイキテクノス ㈱水機テクノス 世田谷区桜丘5-48-16
管工事 給水区域外 スミトモジュウキカイエンバイロメント 住友重機械エンバイロメント㈱ 品川区西五反田7-10-4
管工事 給水区域外 セキスイアクアシステム 積水アクアシステム㈱ 大阪市北区大淀中1-1-30
管工事 給水区域外 ゼニタカグミ ㈱錢高組 大阪市西区西本町2-2-4
管工事 給水区域外 タイセイキコウ 大成機工㈱ 大阪市北区梅田1-1-3-2700
管工事 給水区域外 ダイワセツビ 大和設備㈱ 鳥取市商栄町227
管工事 給水区域外 ツルミセイサクショ ㈱鶴見製作所 大阪市鶴見区鶴見4-16-40
管工事 給水区域外 トダケンセツ 戸田建設㈱ 中央区京橋1-7-1
管工事 給水区域外 トットリデンギョウ 鳥取電業㈱ 鳥取市商栄町251-10
管工事 給水区域外 ナカニシコウギョウ 中西工業㈱ 吹田市高城町2-1
管工事 給水区域外 ニシハラカンキョウ ㈱西原環境 港区海岸3-20-20
管工事 給水区域外 ノダック ノダック㈱ 豊中市宝山町23-15
管工事 給水区域外 ヒタチサンキシステム ㈱日立産機システム 東京都千代田区神田練塀町３
管工事 給水区域外 ヒタチセイサクショ ㈱日立製作所 千代田区丸の内1-6-6
管工事 給水区域外 フジフルカワイーアンドシー 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱ 川崎市幸区堀川町580
管工事 給水区域外 フソウ ㈱フソウ 高松市郷東町792-8
管工事 給水区域外 マエザワエンジニアリングサービス ㈱前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町5-11
タイル・れんが・ブロック工事 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
タイル・れんが・ブロック工事 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
タイル・れんが・ブロック工事 給水区域外 トダケンセツ 戸田建設㈱ 中央区京橋1-7-1
鋼構造物（一般） 給水区域外 アオキアスナロケンセツ 青木あすなろ建設㈱ 港区芝4-8-2
鋼構造物（一般） 給水区域外 アベニッコウコウギョウ ㈱安部日鋼工業 岐阜市六条大溝3-13-3
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鋼構造物（一般） 給水区域外 イワキ ㈱岩城 岐阜県可児市柿下2-1
鋼構造物（一般） 給水区域外 エバラジツギョウ 荏原実業㈱ 中央区銀座7-14-1
鋼構造物（一般） 給水区域外 オウジエンジニアリング 王子エンジニアリング㈱ 東京都中央区銀座四丁目７番５号
鋼構造物（一般） 給水区域外 オオバヤシグミ ㈱大林組 港区港南2-15-2
鋼構造物（一般） 給水区域外 オオモトグミ ㈱大本組 岡山市北区内山下1-1-13
鋼構造物（一般） 給水区域外 オリエンタルシライシ オリエンタル白石㈱ 江東区豊洲5-6-52
鋼構造物（一般） 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
鋼構造物（一般） 給水区域外 クラヨシカンキコウギョウ 倉吉管機工業㈱ 倉吉市福庭町1-573
鋼構造物（一般） 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
鋼構造物（一般） 給水区域外 サトウコウギョウ 佐藤工業㈱ 中央区日本橋本町4-12-19
鋼構造物（一般） 給水区域外 サンインクボタスイドウヨウザイ 山陰クボタ水道用材㈱ 松江市平成町182-15
鋼構造物（一般） 給水区域外 ジェーエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング㈱ 横浜市鶴見区末広町2-1
鋼構造物（一般） 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
鋼構造物（一般） 給水区域外 シンニホンコウギョウ 新日本工業㈱ 名古屋市昭和区吹上町2-1-5
鋼構造物（一般） 給水区域外 ダイテツコウギョウ 大鉄工業㈱ 大阪市淀川区西中島3-9-15
鋼構造物（一般） 給水区域外 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業㈱ 新宿区西新宿3-7-1
鋼構造物（一般） 給水区域外 トウカイコウカン 東海鋼管㈱ 名古屋市南区桜台2-5-24
鋼構造物（一般） 給水区域外 ノダック ノダック㈱ 豊中市宝山町23-15
鋼構造物（一般） 給水区域外 フソウ ㈱フソウ 高松市郷東町792-8
鋼構造物（一般） 給水区域外 マエザワエンジニアリングサービス ㈱前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町5-11
鋼構造物（一般） 給水区域外 マエザワコウギョウ 前澤工業㈱ 川口市仲町5-11
鋼構造物（一般） 給水区域外 ミゾタ ㈱ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町15-1
鋼構造物（一般） 給水区域外 メイワコウギョウ 明和工業㈱ 新潟市西蒲区打越135-1
鋼構造物（一般） 給水区域外 モリタテッコウショ ㈱森田鉄工所 埼玉県幸手市大字上吉羽2100-33
鋼構造物（一般） 給水区域外 モリマツコウギョウ 森松工業㈱ 岐阜県本巣市見延1430-8
鋼構造物（一般） 給水区域外 ヤダコウギョウ 矢田工業㈱ 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木1

鋼構造物（鋼橋） 給水区域外 アルスセイサクショ ㈱アルス製作所 徳島県小松島市金磯町8-90
鋼構造物（鋼橋） 給水区域外 イワキ ㈱岩城 岐阜県可児市柿下2-1
鋼構造物（鋼橋） 給水区域外 シンニホンコウギョウ 新日本工業㈱ 名古屋市昭和区吹上町2-1-5
鋼構造物（鋼橋） 給水区域外 トウカイコウカン 東海鋼管㈱ 名古屋市南区桜台2-5-24
鋼構造物（鋼橋） 給水区域外 フソウ ㈱フソウ 高松市郷東町792-8
鋼構造物（鋼橋） 給水区域外 メイワコウギョウ 明和工業㈱ 新潟市西蒲区打越135-1
鋼構造物（鋼橋） 給水区域外 ヤダコウギョウ 矢田工業㈱ 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木1

鉄筋工事 給水区域外 エヌディーネットサービス NDネットサービス㈲ 堺市堺区神南辺町2-90-5
ほ装工事 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
しゅんせつ工事 給水区域外 アオキアスナロケンセツ 青木あすなろ建設㈱ 港区芝4-8-2
しゅんせつ工事 給水区域外 オオバヤシグミ ㈱大林組 港区港南2-15-2
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しゅんせつ工事 給水区域外 オオモトグミ ㈱大本組 岡山市北区内山下1-1-13
しゅんせつ工事 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
しゅんせつ工事 給水区域外 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業㈱ 新宿区西新宿3-7-1
しゅんせつ工事 給水区域外 ヤマコウケンセツ やまこう建設㈱ 鳥取市南隈255
塗装工事（一般） 給水区域外 アベニッコウコウギョウ ㈱安部日鋼工業 岐阜市六条大溝3-13-3
塗装工事（一般） 給水区域外 エバラジツギョウ 荏原実業㈱ 中央区銀座7-14-1
塗装工事（一般） 給水区域外 オウジエンジニアリング 王子エンジニアリング㈱ 東京都中央区銀座四丁目７番５号
塗装工事（一般） 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
塗装工事（一般） 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
塗装工事（一般） 給水区域外 ナカボーテック ㈱ナカボーテック 中央区新川2-5-2
塗装工事（一般） 給水区域外 ニホンボウショクコウギョウ 日本防蝕工業㈱ 大田区南蒲田1-21-12
塗装工事（一般） 給水区域外 ノダック ノダック㈱ 豊中市宝山町23-15
防水工事 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
防水工事 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
防水工事 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
防水工事 給水区域外 タイセイキコウ 大成機工㈱ 大阪市北区梅田1-1-3-2700
内装仕上（一般） 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
内装仕上（一般） 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
内装仕上（一般） 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
内装仕上（一般） 給水区域外 ゼニタカグミ ㈱錢高組 大阪市西区西本町2-2-4
内装仕上（一般） 給水区域外 ダイテツコウギョウ 大鉄工業㈱ 大阪市淀川区西中島3-9-15
内装仕上（一般） 給水区域外 トダケンセツ 戸田建設㈱ 中央区京橋1-7-1
内装仕上（一般） 給水区域外 ヒタチセイサクショ ㈱日立製作所 千代田区丸の内1-6-6
機械器具設置工事 給水区域外 アイチトケイデンキ 愛知時計電機㈱ 名古屋市熱田区千年1-2-70
機械器具設置工事 給水区域外 アルスセイサクショ ㈱アルス製作所 徳島県小松島市金磯町8-90
機械器具設置工事 給水区域外 イシガキ ㈱石垣 千代田区丸の内1-6-5
機械器具設置工事 給水区域外 イワキ ㈱岩城 岐阜県可児市柿下2-1
機械器具設置工事 給水区域外 ウォーターテック ㈱ウォーターテック 港区芝浦3-16-1
機械器具設置工事 給水区域外 エバラジツギョウ 荏原実業㈱ 中央区銀座7-14-1
機械器具設置工事 給水区域外 エバラセイサクショ ㈱荏原製作所 大田区羽田旭町１１－１
機械器具設置工事 給水区域外 オウジエンジニアリング 王子エンジニアリング㈱ 東京都中央区銀座四丁目７番５号
機械器具設置工事 給水区域外 オルガノ オルガノ㈱ 江東区新砂1-2-8
機械器具設置工事 給水区域外 オルガノプラントサービス オルガノプラントサービス㈱ 文京区本郷5-5-16
機械器具設置工事 給水区域外 キョウワキデンコウギョウ 協和機電工業㈱ 長崎市川口町10-2
機械器具設置工事 給水区域外 クボタ ㈱クボタ 大阪市浪速区敷津東1-2-47
機械器具設置工事 給水区域外 クボタキコウ クボタ機工㈱ 枚方市中宮大池1-1-1
機械器具設置工事 給水区域外 クラヨシカンキコウギョウ 倉吉管機工業㈱ 倉吉市福庭町1-573
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機械器具設置工事 給水区域外 クレハカンキョウ ㈱クレハ環境 福島県いわき市錦町四反田30
機械器具設置工事 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
機械器具設置工事 給水区域外 サンインクボタスイドウヨウザイ 山陰クボタ水道用材㈱ 松江市平成町182-15
機械器具設置工事 給水区域外 サンインディーゼルショウジ ㈱山陰ディーゼル商事 松江市学園1-16-46
機械器具設置工事 給水区域外 サンキョウコウギョウ 三協工業㈱ 品川区西五反田7-20-11
機械器具設置工事 給水区域外 シンコウカンキョウソリューション ㈱神鋼環境ソリューション 神戸市中央区脇浜町1-4-78
機械器具設置工事 給水区域外 シンコウカンキョウメンテナンス 神鋼環境メンテナンス㈱ 神戸市中央区磯上通2-2-21
機械器具設置工事 給水区域外 シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー㈱ 港区芝大門1-1-30
機械器具設置工事 給水区域外 スイキテクノス ㈱水機テクノス 世田谷区桜丘5-48-16
機械器具設置工事 給水区域外 スイドウキコウ 水道機工㈱ 世田谷区桜丘5-48-16
機械器具設置工事 給水区域外 スイングエンジニアリング 水ingエンジニアリング㈱ 港区港南1-7-18
機械器具設置工事 給水区域外 スミトモジュウキカイエンバイロメント 住友重機械エンバイロメント㈱ 品川区西五反田7-10-4
機械器具設置工事 給水区域外 セキスイアクアシステム 積水アクアシステム㈱ 大阪市北区大淀中1-1-30
機械器具設置工事 給水区域外 ツルミセイサクショ ㈱鶴見製作所 大阪市鶴見区鶴見4-16-40
機械器具設置工事 給水区域外 デンギョウシャキカイセイサクショ ㈱電業社機械製作所 大田区大森北1-5-1
機械器具設置工事 給水区域外 トットリデンギョウ 鳥取電業㈱ 鳥取市商栄町251-10
機械器具設置工事 給水区域外 トリシマセイサクショ ㈱酉島製作所 高槻市宮田町1-1-8
機械器具設置工事 給水区域外 ニイガタゲンドウキ 新潟原動機㈱ 千代田区外神田2-14-5
機械器具設置工事 給水区域外 ニシハラカンキョウ ㈱西原環境 港区海岸3-20-20
機械器具設置工事 給水区域外 ニホンゲンリョウ 日本原料㈱ 川崎市川崎区東田町1-2
機械器具設置工事 給水区域外 ニホンメンテナスエンジニヤリング 日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 大阪市北区同心1-7-14
機械器具設置工事 給水区域外 ノダック ノダック㈱ 豊中市宝山町23-15
機械器具設置工事 給水区域外 ヒタチサンキシステム ㈱日立産機システム 東京都千代田区神田練塀町３
機械器具設置工事 給水区域外 ヒタチセイサクショ ㈱日立製作所 千代田区丸の内1-6-6
機械器具設置工事 給水区域外 フソウ ㈱フソウ 高松市郷東町792-8
機械器具設置工事 給水区域外 マエザワエンジニアリングサービス ㈱前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町5-11
機械器具設置工事 給水区域外 マエザワコウギョウ 前澤工業㈱ 川口市仲町5-11
機械器具設置工事 給水区域外 ミゾタ ㈱ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町15-1
機械器具設置工事 給水区域外 ミツビシデンキ 三菱電機㈱ 千代田区丸の内2-7-3
機械器具設置工事 給水区域外 メイデンシャ ㈱明電舎 品川区大崎2-1-1
機械器具設置工事 給水区域外 メタウォーター メタウォーター㈱ 千代田区神田須田町一丁目25
機械器具設置工事 給水区域外 メタウォーターサービス メタウォーターサービス㈱ 千代田区神田須田町1-25
機械器具設置工事 給水区域外 ヤダコウギョウ 矢田工業㈱ 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木1

機械器具設置工事 給水区域外 リスイカガク 理水化学㈱ 大阪市北区南森町1-4-10
機械器具設置工事 給水区域外 ワコウ 和幸㈱ 松江市伊勢宮町564
電気通信工事 給水区域外 アイチトケイデンキ 愛知時計電機㈱ 名古屋市熱田区千年1-2-70
電気通信工事 給水区域外 アズビル アズビル㈱ 千代田区丸の内2-7-3
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電気通信工事 給水区域外 アルソックサンイン ALSOK山陰㈱ 島根県松江市朝日町477-17
電気通信工事 給水区域外 エナテクス ㈱エナテクス 倉吉市清谷町二丁目73
電気通信工事 給水区域外 エヌティティデータチュウゴク ㈱エヌ・ティ・ティ・データ中国 広島市南区比治山本町11-20
電気通信工事 給水区域外 オキデンキコウギョウ 沖電気工業㈱ 港区芝浦4-10-16
電気通信工事 給水区域外 カンデンエンジニアリング ㈱かんでんエンジニアリング 大阪市北区中之島6-2-27
電気通信工事 給水区域外 キョウワキデンコウギョウ 協和機電工業㈱ 長崎市川口町10-2
電気通信工事 給水区域外 シマネデンコウ 島根電工㈱ 松江市東本町5-63
電気通信工事 給水区域外 シンクエンジニアリング シンク・エンジニアリング㈱ 目黒区自由が丘3-16-15
電気通信工事 給水区域外 シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー㈱ 港区芝大門1-1-30
電気通信工事 給水区域外 トウシバインフラシステムズ 東芝インフラシステムズ㈱ 川崎市幸区堀川町72番地34
電気通信工事 給水区域外 トウシバプラントシステム 東芝プラントシステム㈱ 横浜市鶴見区鶴見中央4-36-5
電気通信工事 給水区域外 トットリデンギョウ 鳥取電業㈱ 鳥取市商栄町251-10
電気通信工事 給水区域外 ニッカイツウシンコウギョウ 日海通信工業㈱ 松江市古志原３－１２－３１
電気通信工事 給水区域外 ニホンデンキ 日本電気㈱ 港区芝5-7-1
電気通信工事 給水区域外 パナソニックシステムソリューションズジャパン パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 中央区銀座8-21-1
電気通信工事 給水区域外 ヒタチセイサクショ ㈱日立製作所 千代田区丸の内1-6-6
電気通信工事 給水区域外 フジツウ 富士通㈱ 港区東新橋1-5-2
電気通信工事 給水区域外 ミツビシデンキ 三菱電機㈱ 千代田区丸の内2-7-3
電気通信工事 給水区域外 ミホデンキ 三保電機㈱ 広島市西区大芝1-24-19
電気通信工事 給水区域外 メイデンシャ ㈱明電舎 品川区大崎2-1-1
電気通信工事 給水区域外 メタウォーター メタウォーター㈱ 千代田区神田須田町一丁目25
電気通信工事 給水区域外 ヤスカワデンキ ㈱安川電機 北九州市八幡西区黒崎城石2-1
電気通信工事 給水区域外 ヤマグチデンギョウ 山口電業㈱ 鳥取市南安長1-23-10
電気通信工事 給水区域外 ヨコガソリューションサービス 横河ソリューションサービス㈱ 東京都武蔵野市中町2-9-32
電気通信工事 給水区域外 ワコウ 和幸㈱ 松江市伊勢宮町564
造園工事 給水区域外 オオバヤシグミ ㈱大林組 港区港南2-15-2
さく井工事 給水区域外 アーステクノ ㈱アーステクノ 鳥取市里仁字堂ノ元243番3
さく井工事 給水区域外 サンキョウコウギョウ 三協工業㈱ 品川区西五反田7-20-11
さく井工事 給水区域外 シマダギジュツコンサルタント ㈱シマダ技術コンサルタント 安来市飯島町228
さく井工事 給水区域外 タシマボーリング ㈱タシマボーリング 鳥取市吉成南町2-8-15
さく井工事 給水区域外 チュウオウ 中央㈱ 倉吉市福守町312-2
さく井工事 給水区域外 ナイガイチカカイハツ ㈱内外地下開発 山口市黒川745-2
さく井工事 給水区域外 ニッサク ㈱日さく さいたま市大宮区桜木町四丁目199-3

さく井工事 給水区域外 ニットクケンセツ 日特建設㈱ 中央区東日本橋3-10-6
さく井工事 給水区域外 ヤマネトクシュケンセツ ㈱山根特殊建設 鳥取市千代水1-82
建具 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
水道施設工事 給水区域外 アオキアスナロケンセツ 青木あすなろ建設㈱ 港区芝4-8-2
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水道施設工事 給水区域外 アシモリエンジニアリング 芦森エンジニアリング㈱ 大阪市西区土佐堀1-4-8
水道施設工事 給水区域外 アベニッコウコウギョウ ㈱安部日鋼工業 岐阜市六条大溝3-13-3
水道施設工事 給水区域外 アンドウハザマ ㈱安藤・間 港区赤坂六丁目１番２０号
水道施設工事 給水区域外 イシガキ ㈱石垣 千代田区丸の内1-6-5
水道施設工事 給水区域外 イワキ ㈱岩城 岐阜県可児市柿下2-1
水道施設工事 給水区域外 ウォーターテック ㈱ウォーターテック 港区芝浦3-16-1
水道施設工事 給水区域外 エバラジツギョウ 荏原実業㈱ 中央区銀座7-14-1
水道施設工事 給水区域外 オオバヤシグミ ㈱大林組 港区港南2-15-2
水道施設工事 給水区域外 オリエンタルシライシ オリエンタル白石㈱ 江東区豊洲5-6-52
水道施設工事 給水区域外 オルガノ オルガノ㈱ 江東区新砂1-2-8
水道施設工事 給水区域外 オルガノプラントサービス オルガノプラントサービス㈱ 文京区本郷5-5-16
水道施設工事 給水区域外 キドウケンセツコウギョウ 機動建設工業㈱ 大阪市福島区福島4-6-31
水道施設工事 給水区域外 キョウワキデンコウギョウ 協和機電工業㈱ 長崎市川口町10-2
水道施設工事 給水区域外 クボタ ㈱クボタ 大阪市浪速区敷津東1-2-47
水道施設工事 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
水道施設工事 給水区域外 クラヨシカンキコウギョウ 倉吉管機工業㈱ 倉吉市福庭町1-573
水道施設工事 給水区域外 クレハカンキョウ ㈱クレハ環境 福島県いわき市錦町四反田30
水道施設工事 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
水道施設工事 給水区域外 サイトザキコウサン 西戸崎興産㈱ 福岡市東区大岳2-1-1
水道施設工事 給水区域外 サトウコウギョウ 佐藤工業㈱ 中央区日本橋本町4-12-19
水道施設工事 給水区域外 サンインクボタスイドウヨウザイ 山陰クボタ水道用材㈱ 松江市平成町182-15
水道施設工事 給水区域外 サンキョウコウギョウ 三協工業㈱ 品川区西五反田7-20-11
水道施設工事 給水区域外 ジェーエフイーエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング㈱ 横浜市鶴見区末広町2-1
水道施設工事 給水区域外 シミズケンセツ 清水建設㈱ 中央区京橋2-16-1
水道施設工事 給水区域外 シンコウカンキョウソリューション ㈱神鋼環境ソリューション 神戸市中央区脇浜町1-4-78 配水管等工事

水道施設工事 給水区域外 シンコウカンキョウメンテナンス 神鋼環境メンテナンス㈱ 神戸市中央区磯上通2-2-21
水道施設工事 給水区域外 シンセイギケン シンセイ技研㈱ 松江市平成町182-37
水道施設工事 給水区域外 シンニホンコウギョウ 新日本工業㈱ 名古屋市昭和区吹上町2-1-5
水道施設工事 給水区域外 スイキテクノス ㈱水機テクノス 世田谷区桜丘5-48-16
水道施設工事 給水区域外 スイドウキコウ 水道機工㈱ 世田谷区桜丘5-48-16
水道施設工事 給水区域外 スイングエンジニアリング 水ingエンジニアリング㈱ 港区港南1-7-18
水道施設工事 給水区域外 スミトモジュウキカイエンバイロメント 住友重機械エンバイロメント㈱ 品川区西五反田7-10-4
水道施設工事 給水区域外 セキスイアクアシステム 積水アクアシステム㈱ 大阪市北区大淀中1-1-30
水道施設工事 給水区域外 ゼニタカグミ ㈱錢高組 大阪市西区西本町2-2-4
水道施設工事 給水区域外 タイセイキコウ 大成機工㈱ 大阪市北区梅田1-1-3-2700 配水管等工事

水道施設工事 給水区域外 ダイホウケンセツ 大豊建設㈱ 中央区新川1-24-4
水道施設工事 給水区域外 ダイワセツビ 大和設備㈱ 鳥取市商栄町227
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水道施設工事 給水区域外 タケナカドボク ㈱竹中土木 江東区新砂1-1-1
水道施設工事 給水区域外 チュウゴクパラテックス ㈱中国パラテックス 岡山市南区新保1116-7
水道施設工事 給水区域外 ツルミセイサクショ ㈱鶴見製作所 大阪市鶴見区鶴見4-16-40
水道施設工事 給水区域外 デンギョウシャキカイセイサクショ ㈱電業社機械製作所 大田区大森北1-5-1
水道施設工事 給水区域外 トウカイコウカン 東海鋼管㈱ 名古屋市南区桜台2-5-24
水道施設工事 給水区域外 トウキュウケンセツ 東急建設㈱ 渋谷区渋谷1-16-14
水道施設工事 給水区域外 トダケンセツ 戸田建設㈱ 中央区京橋1-7-1
水道施設工事 給水区域外 トットリデンギョウ 鳥取電業㈱ 鳥取市商栄町251-10
水道施設工事 給水区域外 トリシマセイサクショ ㈱酉島製作所 高槻市宮田町1-1-8
水道施設工事 給水区域外 ニシハラカンキョウ ㈱西原環境 港区海岸3-20-20
水道施設工事 給水区域外 ニッポンピーエス ㈱日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町3
水道施設工事 給水区域外 ニホンゲンリョウ 日本原料㈱ 川崎市川崎区東田町1-2
水道施設工事 給水区域外 ニホンコクドカイハツ 日本国土開発㈱ 港区赤坂4-9-9
水道施設工事 給水区域外 ノダック ノダック㈱ 豊中市宝山町23-15
水道施設工事 給水区域外 ピーエスミツビシ ㈱ピーエス三菱 中央区晴海2-5-24
水道施設工事 給水区域外 フソウ ㈱フソウ 高松市郷東町792-8
水道施設工事 給水区域外 マエザワエンジニアリングサービス ㈱前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町5-11
水道施設工事 給水区域外 マエザワコウギョウ 前澤工業㈱ 川口市仲町5-11
水道施設工事 給水区域外 ミゾタ ㈱ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町15-1
水道施設工事 給水区域外 ミツイスミトモケンセツ 三井住友建設㈱ 中央区佃2-1-6
水道施設工事 給水区域外 メイデンシャ ㈱明電舎 品川区大崎2-1-1
水道施設工事 給水区域外 メイワコウギョウ 明和工業㈱ 新潟市西蒲区打越135-1
水道施設工事 給水区域外 メタウォーター メタウォーター㈱ 千代田区神田須田町一丁目25
水道施設工事 給水区域外 メタウォーターサービス メタウォーターサービス㈱ 千代田区神田須田町1-25
水道施設工事 給水区域外 モリタテッコウショ ㈱森田鉄工所 埼玉県幸手市大字上吉羽2100-33
水道施設工事 給水区域外 モリマツコウギョウ 森松工業㈱ 岐阜県本巣市見延1430-8
水道施設工事 給水区域外 リスイカガク 理水化学㈱ 大阪市北区南森町1-4-10
消防施設工事 給水区域外 アルソックサンイン ALSOK山陰㈱ 島根県松江市朝日町477-17
消防施設工事 給水区域外 エナテクス ㈱エナテクス 倉吉市清谷町二丁目73
消防施設工事 給水区域外 キビソウゴウデンセツ ㈱吉備総合電設 鳥取市田園町3-101
消防施設工事 給水区域外 クマガイグミ ㈱熊谷組 新宿区津久戸町2-1
消防施設工事 給水区域外 サンインクボタスイドウヨウザイ 山陰クボタ水道用材㈱ 松江市平成町182-15
消防施設工事 給水区域外 シマネデンコウ 島根電工㈱ 松江市東本町5-63
消防施設工事 給水区域外 シンセイギケン シンセイ技研㈱ 松江市平成町182-37
消防施設工事 給水区域外 ダイワセツビ 大和設備㈱ 鳥取市商栄町227
消防施設工事 給水区域外 チュウデンコウ ㈱中電工 広島市中区小網町6-12
消防施設工事 給水区域外 トットリデンギョウ 鳥取電業㈱ 鳥取市商栄町251-10
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消防施設工事 給水区域外 ニッカイツウシンコウギョウ 日海通信工業㈱ 松江市古志原３－１２－３１
消防施設工事 給水区域外 ヤマグチデンギョウ 山口電業㈱ 鳥取市南安長1-23-10
清掃施設工事 給水区域外 オオバヤシグミ ㈱大林組 港区港南2-15-2
清掃施設工事 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
清掃施設工事 給水区域外 シンコウカンキョウソリューション ㈱神鋼環境ソリューション 神戸市中央区脇浜町1-4-78
清掃施設工事 給水区域外 スイングエンジニアリング 水ingエンジニアリング㈱ 港区港南1-7-18
清掃施設工事 給水区域外 スミトモジュウキカイエンバイロメント 住友重機械エンバイロメント㈱ 品川区西五反田7-10-4
清掃施設工事 給水区域外 ニシハラカンキョウ ㈱西原環境 港区海岸3-20-20
清掃施設工事 給水区域外 メタウォーター メタウォーター㈱ 千代田区神田須田町一丁目25
解体工事 給水区域外 オウジエンジニアリング 王子エンジニアリング㈱ 東京都中央区銀座四丁目７番５号
解体工事 給水区域外 オオモトグミ ㈱大本組 岡山市北区内山下1-1-13
解体工事 給水区域外 コウノイケグミ ㈱鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町3－6－1
解体工事 給水区域外 トウアケンセツコウギョウ 東亜建設工業㈱ 新宿区西新宿3-7-1
解体工事 給水区域外 ピーエスミツビシ ㈱ピーエス三菱 中央区晴海2-5-24
解体工事 給水区域外 ヤマコウケンセツ やまこう建設㈱ 鳥取市南隈255


