
令和５年４月現在

業種：解体 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

1 八廣園 千代田区

2 前田建設工業 千代田区

3 電気興業 千代田区

4 大木リフォーム 千代田区

5 富士植木 千代田区

6 高橋工務店 千代田区

7 阿野組 千代田区

8 白井建設 千代田区

9 丸徳興業 千代田区

10 MS工業 千代田区

11 冨士工 中央区

12 坪井工業 中央区

13 馬淵建設 中央区

14 泰正 中央区

15 シマ 中央区

16 北野建設 中央区

17 関東建設工業 中央区

18 新星建設 中央区

19 オリザ 中央区

20 沼田資源 中央区

21 スクラム 中央区

22 蓬莱組 中央区

23 藤井工業 中央区

24 中原工業 中央区

25 ユーケーケー 中央区

26 三同建設 中央区

27 オアシス・イラボレーション 中央区

28 丸翔建設 中央区

29 ティーシージャパン 中央区

30 日本土木建設 中央区

31 トッププランニングＪＡＰＡＮ 中央区

32 東日本工業 中央区

33 ＭＡＲＵＫＯ 中央区

34 大成ユーレック 港区

工事業種競争入札参加登録業者名簿
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業種：解体 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

35 水谷 港区

36 大林組 港区

37 奥村組 港区

38 淺沼組 港区

39 コーナン建設 港区

40 長谷工コーポレーション 港区

41 渡有興業 港区

42 田中建設工業 港区

43 小俣組 港区

44 京急建設 港区

45 大都 港区

46 ノバック 港区

47 松鶴建設 港区

48 新日本総設 港区

49 大勝建設 港区

50 前田産業 港区

51 埼和興産 港区

52 三幸工務店 港区

53 三貴 港区

54 エイワ産業 港区

55 ヤマシタ 港区

56 大徳 港区

57 エコ・テック 港区

58 熊谷組 新宿区

59 第一ヒューテック 新宿区

60 東亜建設工業 新宿区

61 クリマテック 新宿区

62 内村工業 新宿区

63 吉川建設 新宿区

64 加賀田組 新宿区

65 東鉄工業 新宿区

66  小川建設 新宿区

67 リ・ワークスジャパン 新宿区

68 今組 新宿区

69 三ツ和総合建設業 新宿区

70 あさひコーポレーション 新宿区

71 哲建 新宿区
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業種：解体 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

72 五洋建設 文京区

73 リン・ドス 文京区

74 塩浜工業 文京区

75 小野組 文京区

76 地域環境開発 文京区

77 アサノ大成基礎エンジニアリング 台東区

78 永井産業 台東区

79 東京解体工事工業所 台東区

80 関東建設興業 台東区

81 永島建設工業 台東区

82 中林建設 台東区

83 大吉田 台東区

84 髙元建設 台東区

85 東亜道路工業 墨田区

86 三和解体工業 墨田区

87 東武谷内田建設 墨田区

88 アジア工業 墨田区

89 木山興産 墨田区

90 ＯＫＡＣＯＮ 墨田区

91 ワールド 墨田区

92 星隆商事 墨田区

93 東武建設 墨田区

94 ニッケン工業 墨田区

95 新日本工業 江東区

96 多田建設 江東区

97 竹中工務店 江東区

98 入沢工務店 江東区

99 野村工務店 江東区

100 有明興業 江東区

101 大末建設 江東区

102 小川工務店 江東区

103 内田緑化興業 江東区

104 江東解体興業 江東区

105 大末テクノサービス 江東区

106 海成 江東区

107 戸田ビルパートナーズ 江東区

108 鐵光商事 江東区
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業種：解体 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

109 鈴中工業 品川区

110 小林商店 品川区

111 新井組 品川区

112 淺川組 品川区

113 新栄興業 品川区

114 若築建設 目黒区

115 高橋工務店 目黒区

116 酒井建設工業 大田区

117 金沢商店 大田区

118 コンステック 大田区

119 カイタイ工業 大田区

120 風越建設 大田区

121 伊藤解体工業 大田区

122 共栄興業 大田区

123 板原工業 大田区

124 ＪＣ 大田区

125 大貴工業 世田谷区

126 立石建設 世田谷区

127 飛雄建設 世田谷区

128 テクノエコ 世田谷区

129 豊栄開発 世田谷区

130 NITTO 世田谷区

131 東輝建設 世田谷区

132 ＭＩＣ 世田谷区

133 エモーションクリエート 世田谷区

134 共立建設 渋谷区

135 鈴縫工業 渋谷区

136 堀松建設工業 渋谷区

137 米持建設 中野区

138 会川組 中野区

139 興建社 杉並区

140 国際建設 杉並区

141 エイワ建設 杉並区

142 目時工務店 杉並区

143 アーバン黒岡工業 杉並区

144 美禅 杉並区

145 西武建設 豊島区
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業種：解体 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

146 アクア 豊島区

147 荒木建設工業 豊島区

148 酒井建設 豊島区

149 髙山工業 北区

150 津久波工業 北区

151 南雲興業 北区

152 定山鋼材 北区

153 東峰建設 北区

154 ハツガイ 北区

155 滝口興業 北区

156 初谷建設 北区

157 佐藤建設工業 北区

158 小暮工業 北区

159 クワバラ・パンぷキン 北区

160 佐藤開発 北区

161 東京解体土木興業 荒川区

162 カタヤマ 荒川区

163 河野解体工業 荒川区

164 ミヤマ工業 板橋区

165 高津興業 板橋区

166 西山都市開発 板橋区

167 マサル建業 板橋区

168 都商事 板橋区

169 ノエマエンジニアリング 板橋区

170 新田造園土木 板橋区

171 ソトムラ 板橋区

172 六大工業 板橋区

173 花土 板橋区

174 関西土建 板橋区

175 明幸 板橋区

176 鈴木工業 板橋区

177 スカイクリエイト 板橋区

178 練馬建設 練馬区

179 常陸建設 練馬区

180 昇和建設 練馬区

181 コバ建設 練馬区

182 サカキ重機 練馬区
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業種：解体 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

183 丸広土木 練馬区

184 ホープ 練馬区

185 浜脇工業 練馬区

186 豊成土木 練馬区

187 増島組 練馬区

188 阿世知工業 練馬区

189 守屋八潮建設 練馬区

190 増木工業 練馬区

191 タチケンホールディングス 練馬区

192 日清建設 練馬区

193 ハマテック 練馬区

194 関口興業 足立区

195 船木塗装 足立区

196 春日解体工業 足立区

197 武家田建設 足立区

198 渡部興業 足立区

199 川口解体工業 足立区

200 佐賀建設 足立区

201 成美興業 足立区

202 明世建設 足立区

203 内山商事 足立区

204 大渕建設 足立区

205 大三 足立区

206 麻生土木 足立区

207 明幸 足立区

208 御園興業 足立区

209 カシモト 足立区

210 沼建 足立区

211 ショキタ 足立区

212 栄伸建設工業 足立区

213 ティーバランス 足立区

214 橘興業 足立区

215 遥工業 足立区

216 オルカ 足立区

217 幸信テクノ 足立区

218 東建産業 足立区

219 トータルテック 足立区
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業種：解体 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

220 光建興業 足立区

221 東洋グリーン産業 葛飾区

222 高田工業 葛飾区

223 成紀工業 葛飾区

224 ワイオリ 葛飾区

225 誠和土木 葛飾区

226 鈴木建設 葛飾区

227 トーヨー建設 葛飾区

228 堀木工務店 江戸川区

229 桂興産 江戸川区

230 スイコウ 江戸川区

231 フジムラ 江戸川区

232 東松建設 江戸川区

233 内海建設 江戸川区

234 リプロ興業 江戸川区

235 村上工業 江戸川区

236 コンストラクション佐藤興業 江戸川区

237 スイコウ建設 江戸川区

238 田中建設 八王子市

239 雅敍造園 八王子市

240 三澤建設 八王子市

241 白石解体 八王子市

242 ロード建設 八王子市

243 瀬沼木材 八王子市

244 東都興業 八王子市

245 木本建興 八王子市

246 日動エコプラント 八王子市

247 ライチ 八王子市

248 泉建装 八王子市

249 小椋組 八王子市

250 ＫＡＴＯ 八王子市

251 大道 八王子市

252 エコワス 立川市

253 柴田工業 立川市
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業種：解体 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

254 東京ビルド 立川市

255 丸利根アペックス 三鷹市

256 エコアクティブ 三鷹市

257 奥多摩建設工業 青梅市

258 池田土木 府中市

259 門馬 府中市

260 御幸工業 府中市

261 林建設 調布市

262 イワヲ建設 町田市

263 岳大土木 町田市

264 入江建設 町田市

265 児玉土建 町田市

266 アイグステック 町田市

267 アスベックス 町田市

268 八州工業 小平市

269 多摩住宅保全 日野市

270 瀧澤建設 日野市

271 三幸建設 日野市

272 三瑛工業 日野市

273 松村建設 日野市

274 光建設 東村山市

275 栄組 国分寺市

276 総建 国分寺市

277 保谷園 西東京市

278 菊池建設 西東京市

279 タマ塗装 西東京市

280 リブリッシュ 西東京市

281 藤原土建 狛江市

282 ケーエス・トクシュ興業 狛江市

283 篠木工務店 東久留米市

284 木村建材工業 東久留米市

285 表養樹園 武蔵村山市

286 村松建設 武蔵村山市

287 梅正建設 武蔵村山市

288 光翔 武蔵村山市

289 朝倉組 多摩市

290 吉村エンタープライズ 多摩市
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業種：解体 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

291 ジャパン・リサイクル・システム 多摩市

292 未来 多摩市

293 川上商店 稲城市

294 よみうりサポートアンドサービス 稲城市

295 スイーピングサービス あきる野市

296 望月建設 羽村市

297 大進緑建 羽村市

298 永和鉄鋼 瑞穂町

299 Ｍｉｄｏｒｕ 瑞穂町

300 佐久間建設 奥多摩町

301 杉田建設 その他
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