
令和５年４月現在

業種：建具 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

1 廣野組 千代田区

2 不二サッシリニューアル 千代田区

3 大木リフォーム 千代田区

4 大和ハウス工業 千代田区

5 信和建設 千代田区

6 エフビーエス 中央区

7 シミズ・ビルライフケア 中央区

8 イトーキ 中央区

9 日本土木建設 中央区

10 建装工業 港区

11 大林組 港区

12 豊和工業工事 港区

13 松鶴建設 港区

14 CMC 新宿区

15 リ・ワークスジャパン 新宿区

16 野原産業エンジニアリング 新宿区

17 みやこ企画 新宿区

18 伊藤工業 文京区

19 五洋建設 文京区

20 文化シヤッター 文京区

21 高橋工業 文京区

22 ビッグルーフ 文京区

23 小野組 文京区

24 地域環境開発 文京区

25 大用工業 文京区

26 増子建設 江東区

27 入沢工務店 江東区

28 野村工務店 江東区

29 赤石建設 江東区

30 大末建設 江東区

31 小川工務店 江東区

32 創真 江東区

33 ハセガワ 江東区

34 新井組 品川区

35 寺岡オート・ドアシステム 品川区

工事業種競争入札参加登録業者名簿
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業種：建具 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

36 青木工務店 目黒区

37 市橋建設 目黒区

38 二葉管理工事 大田区

39 リノ・ハピア 大田区

40 日本総合住生活 大田区

41 フルテック 大田区

42 小雀建設 大田区

43 小熊建設 世田谷区

44 服部塗装商事 世田谷区

45 東邦ビルト 世田谷区

46 東急コミュニティー 世田谷区

47 脇本建設 世田谷区

48 フジパスク 世田谷区

49 装建 世田谷区

50 タクミ 世田谷区

51 アースワン 世田谷区

52 丸和建設 渋谷区

53 升川建設 渋谷区

54 日本総合コミュニティー 渋谷区

55 稲葉建設 中野区

56 明成建設工業 中野区

57 吉水工務店 中野区

58 三協立山 中野区

59 大神田建設 中野区

60 小河原建設 中野区

61 広拓建設 杉並区

62 佐藤建業 杉並区

63 富士興業 杉並区

64 カトレア工芸 杉並区

65 技研興業 杉並区

66 伊藤興業 豊島区

67 鈴木シャッター 豊島区

68 三和アルミ工業 豊島区

69 松本建設 豊島区

70 三和シヤッター工業 豊島区

71 サンコウリフォーム 豊島区

72 日宏建設 豊島区

73 大都建設工業 北区
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業種：建具 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

74 東峰建設 北区

75 越野建設 北区

76 高橋工務店 北区

77 藪崎工務店 北区

78 佐藤電設工業 北区

79 小俣シャッター工業 北区

80 加藤建材 北区

81 進興工業社 荒川区

82 三菱電機ビルソリューションズ 荒川区

83 大石工務店 荒川区

84 カタヤマ 荒川区

85 ＴＣＳ 荒川区

86 大成コーポレーション 荒川区

87 営繕工事 板橋区

88 市川建設 板橋区

89 利研ジャパン 板橋区

90 ソトムラ 板橋区

91 文化シヤッターサービス 板橋区

92 関西土建 板橋区

93 日本興志 板橋区

94 千歳建設 板橋区

95 河端建設 練馬区

96 立花建設 練馬区

97 森成建設 練馬区

98 昇和建設 練馬区

99 シブヤ建設 練馬区

100 日立コーポレーション 練馬区

101 安藤建設 練馬区

102 浜脇工業 練馬区

103 タチケンホールディングス 練馬区

104 ハマテック 練馬区

105 船木塗装 足立区

106 似鳥工務店 足立区

107 稲垣組 足立区

108 エステイ建設 足立区
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業種：建具 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

109 ライフメタリック 足立区

110 コーセー 足立区

111 東京セントラルヒーティング工業 足立区

112 タミヨ窓建 足立区

113 富士方建装 足立区

114 リペアハウス 足立区

115 相川 足立区

116 田辺工務店 葛飾区

117 大翔建設 葛飾区

118 永井建設 葛飾区

119 幡成サッシ工業 葛飾区

120 金子工務店 葛飾区

121 相谷組 葛飾区

122 呉光塗装 葛飾区

123 堀木工務店 江戸川区

124 エース技建 江戸川区

125 坂井組建設 江戸川区

126 武尊技建工業 江戸川区

127 スイコウ 江戸川区

128 アイエス建設企画 江戸川区

129 田島工務店 江戸川区

130 三澤建設 八王子市

131 美好 八王子市

132 ティージー 八王子市

133 大道 八王子市

134 武建設 立川市

135 第一建設 立川市

136 多摩ケンソー工業 立川市

137 高橋建設工業 立川市

138 立川ハウス工業 立川市

139 信和建設 府中市

140 門馬工務店 府中市

141 美装 府中市

142 リライト 府中市

143 清起工業 昭島市

144 萩生田産業 町田市

145 イワヲ建設 町田市

146 栄建設 町田市
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業種：建具 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

147 英建社 町田市

148 武蔵産業 小平市

149 稲垣建設 小平市

150 八州工業 小平市

151 多摩住宅保全 日野市

152 美多摩サービス社 日野市

153 オバナ 日野市

154 共立テクノロジーズ 日野市

155 多摩住宅サービス 西東京市

156 古畑総合建装 西東京市

157 橋爪工務店 西東京市

158 多摩商工 西東京市

159 篠木工務店 東久留米市

160 朝倉組 多摩市

161 グルービー建設 多摩市

162 戸大建設工業 瑞穂町

163 ウスイ住装 その他

164 関東サッシサービス その他

165 山中産業 その他
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