
令和５年４月現在

業種：塗装 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

1 光清化成建設 千代田区

2 廣野組 千代田区

3 ライト工業 千代田区

4 建設塗装工業 千代田区

5 佐藤興業 千代田区

6 電気興業 千代田区

7 大木リフォーム 千代田区

8 富士植木 千代田区

9 アイピー２１ 千代田区

10 大和ハウス工業 千代田区

11 昭石化工 千代田区

12 ナカノフドー建設 千代田区

13 日塗 千代田区

14 小柳建設 千代田区

15 櫻井建設 千代田区

16 伊勝 千代田区

17 東海建設 千代田区

18 レーベンコミュニティ 千代田区

19 エスシープランニング 千代田区

20 大八建設 千代田区

21 信和建設 千代田区

22 冨士工 中央区

23 奥村組興業 中央区

24 森組 中央区

25 弘電社 中央区

26 フジタ道路 中央区

27 日本産業 中央区

28 荏原実業 中央区

29 坪井工業 中央区

30 久保田商店 中央区

31 山崎塗装店 中央区

32 エフビーエス 中央区

33 シミズ・ビルライフケア 中央区

34 日鉄日新ビジネスサービス 中央区

35 東京美化 中央区

36 クリスタルジャパン 中央区

工事業種競争入札参加登録業者名簿
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業種：塗装 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

37 松井リフォーム 中央区

38 新星建設 中央区

39 オリザ 中央区

40 日本防災技術センター 中央区

41 ウェイズ 中央区

42 藤井工業 中央区

43 中原工業 中央区

44 日本土木建設 中央区

45 ラックス建設 中央区

46 東日本工業 中央区

47 富士防 中央区

48 建装工業 港区

49 水谷 港区

50 大林組 港区

51 淺沼組 港区

52 平和塗装工業 港区

53 ケイミックス 港区

54 サカクラ 港区

55 烏城塗装工業 港区

56 松鶴建設 港区

57 ラクシー 港区

58 永和工業 港区

59 Ｉ．Ｓ．Ｃ 港区

60 テイエム技建 港区

61 カシワバラ・コーポレーション 港区

62 日飛興産 港区

63 スギテック 港区

64 大和 港区

65 明和美装 港区

66 ＲＹＵ－ＳＨＩＮ 港区

67 ダイキンアプライドシステムズ 港区

68 第一ヒューテック 新宿区

69 東亜建設工業 新宿区

70 静岡塗装 新宿区

71 吉川建設 新宿区

72 カネコ塗装工業 新宿区

73 ヨツヤウレタン 新宿区

74 リ・ワークスジャパン 新宿区

75 リーディング 新宿区
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業種：塗装 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

76 光邦 新宿区

77 三井不動産リフォーム 新宿区

78 エスケーリフォーム 新宿区

79 ウォールメイク 新宿区

80 櫻井 新宿区

81 ヤマモト 新宿区

82 豊国 新宿区

83 三ツ和総合建設業 新宿区

84 伊勢屋テック 新宿区

85 みやこ企画 新宿区

86 恵建設 新宿区

87 哲建 新宿区

88 東亜塗装工業 文京区

89 北原工業 文京区

90 ネオ化工 文京区

91 五洋建設 文京区

92 文化シヤッター 文京区

93 トリヤマ 文京区

94 久保田塗装 文京区

95 リン・ドス 文京区

96 高橋工業 文京区

97 ビッグルーフ 文京区

98 塩浜工業 文京区

99 小野組 文京区

100 地域環境開発 文京区

101 大用工業 文京区

102 大豊塗装工業 台東区

103 大石興業 台東区

104 吉野工業 台東区

105 タツミ 台東区

106 エル・シー 台東区

107 カメヤ堀越 台東区

108 アコオ 台東区

109 中外商工 台東区

110 菊正塗装店 台東区

111 ティーエスケー 台東区

112 清美堂 墨田区

113 明治企業 墨田区

114 アジア工業 墨田区
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業種：塗装 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

115 ＭＲ工業 墨田区

116 エイダイ商工 墨田区

117 エーファイブ 墨田区

118 アライ 墨田区

119 鉄電塗装 江東区

120 ナプコ 江東区

121 森野 江東区

122 赤石建設 江東区

123 マルトミ建装 江東区

124 ショーボンド建設 江東区

125 さくら装建 江東区

126 大末建設 江東区

127 丸京建設 江東区

128 神多野塗装工業 江東区

129 西尾産業 江東区

130 ささき 江東区

131 ヌリゲン 江東区

132 西工務店 江東区

133 メンテック 江東区

134 磯部塗装 江東区

135 アップルペイント 江東区

136 大協建材 江東区

137 ダイワテック 江東区

138 大末テクノサービス 江東区

139 克美建装 江東区

140 ヤマケン 江東区

141 化工建設 江東区

142 朝原塗装店 品川区

143 大藤工業所 品川区

144 大東企業 品川区

145 新井組 品川区

146 ピーテック 品川区

147 朝陽塗装工業 品川区

148 丸西 品川区

149 松本組 品川区

150 あすか創建 品川区

151 エム・ティーコンストラクション 品川区

152 エヌケーツウ 品川区

153 ワイエステクノ 品川区
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業種：塗装 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

154 東工業 目黒区

155 ゼネラルボンド 目黒区

156 高橋工務店 目黒区

157 中村建設 目黒区

158 ジェイテック 目黒区

159 横山建設 大田区

160 コクサイテクノ 大田区

161 佐野塗装 大田区

162 平岩塗装 大田区

163 東海塗装 大田区

164 本間建設 大田区

165 リノ・ハピア 大田区

166 中村塗装 大田区

167 ヤオテック 大田区

168 京南 大田区

169 ヨコソー 大田区

170 コンステック 大田区

171 長崎ケミカル 大田区

172 マミヤ 大田区

173 日本総合住生活 大田区

174 ヤマト工業 大田区

175 アール・エヌ・ゴトー 大田区

176 小雀建設 大田区

177 若井工業 大田区

178 横浜塗装工業 大田区

179 コーケン 大田区

180 大迫　毅 大田区

181 中央建材工業 大田区

182 トモエコーポレーション 大田区

183 ＳＥＣＯＮＤ 大田区

184 小熊建設 世田谷区

185 大同塗装工業 世田谷区

186 日紘建装 世田谷区

187 日本トリート 世田谷区

188 ダイメイ 世田谷区

189 服部塗装商事 世田谷区

190 東邦ビルト 世田谷区

191 東急コミュニティー 世田谷区

192 脇本建設 世田谷区
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業種：塗装 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

193 小松塗装工業 世田谷区

194 大池塗装 世田谷区

195 ソエジマ 世田谷区

196 NITTO 世田谷区

197 ＩＺＭ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ 世田谷区

198 創和工業 世田谷区

199 山谷塗装 渋谷区

200 望月工業 渋谷区

201 山和塗装工業 渋谷区

202 新東産業 渋谷区

203 丸一建装 渋谷区

204 升川建設 渋谷区

205 日本総合コミュニティー 渋谷区

206 クリステル工業 中野区

207 藤瀝青興業 中野区

208 明成建設工業 中野区

209 クニ化学防水 中野区

210 板倉建裝 中野区

211 大倉建装 中野区

212 松室塗装工業 中野区

213 吉水工務店 中野区

214 大神田建設 中野区

215 小河原建設 中野区

216 森塗装工業 中野区

217 トータル建設 中野区

218 東京保安工業 中野区

219 マルベリー 中野区

220 広拓建設 杉並区

221 佐藤建業 杉並区

222 阪井塗装工業 杉並区

223 昌英塗装工業 杉並区

224 エイワ建設 杉並区

225 早房 杉並区

226 矢口塗装店 杉並区

227 アルファー企業 杉並区

228 富士興業 杉並区

229 テクトエース 杉並区

230 ワールド産業 杉並区

231 技研興業 杉並区
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業種：塗装 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

232 三和工営 杉並区

233 パイプ技研 豊島区

234 松本建設 豊島区

235 いづみ塗工 豊島区

236 ナカノエンジニアリング 豊島区

237 総合建装 豊島区

238 ツツミワークス 豊島区

239 テクノ建設サービス 豊島区

240 ハウスメイトワークス 豊島区

241 第一リフォーム 豊島区

242 楽建 豊島区

243 ユーティーエス 豊島区

244 加藤電気工業所 北区

245 プラチナ塗装工業 北区

246 東峰建設 北区

247 越野建設 北区

248 住澤塗装工業 北区

249 虹工房 北区

250 真装産業 北区

251 日之出防蝕工業 北区

252 クワバラ・パンぷキン 北区

253 アークネット 北区

254 昭和建装 北区

255 中村瀝青工業 荒川区

256 三菱電機ビルソリューションズ 荒川区

257 奥泉塗建工業 荒川区

258 高文建装 荒川区

259 カタヤマ 荒川区

260 ＴＣＳ 荒川区

261 川北電工 荒川区

262 営繕工事 板橋区

263 太洋塗装工業 板橋区

264 大谷建装工業 板橋区

265 アース建装 板橋区

266 ハイパーシール工業 板橋区

267 東都美装 板橋区

268 大向塗装 板橋区

269 新田造園土木 板橋区

270 ソトムラ 板橋区
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業種：塗装 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

271 関西土建 板橋区

272 日本興志 板橋区

273 ネクストプルーフ 板橋区

274 新建建設 板橋区

275 ツカダ工業 練馬区

276 河端建設 練馬区

277 丸善塗装工業 練馬区

278 小池塗装 練馬区

279 立花建設 練馬区

280 塩谷塗装工業 練馬区

281 常陸建設 練馬区

282 コバ建設 練馬区

283 豊進塗装工業 練馬区

284 エフワンエヌ 練馬区

285 吉田工商 練馬区

286 ダイソウ 練馬区

287 シブヤ建設 練馬区

288 田中塗装 練馬区

289 日立コーポレーション 練馬区

290 安藤建設 練馬区

291 市川塗装 練馬区

292 浜脇工業 練馬区

293 日照 練馬区

294 エース技建 練馬区

295 タチケンホールディングス 練馬区

296 サーフ 練馬区

297 ハマテック 練馬区

298 ダイトカラー 練馬区

299 ソアー 練馬区

300 新バーレックス工営 足立区

301 鈴木塗装工務店 足立区

302 加藤塗装 足立区

303 船木塗装 足立区

304 似鳥工務店 足立区

305 池田塗装 足立区

306 ＯＫＡＰＥＮ 足立区

307 エステイ建設 足立区

308 浅野工業 足立区

309 ワールド工業 足立区
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業種：塗装 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

310 山陽工業 足立区

311 三星産業 足立区

312 野口塗装工業 足立区

313 齋藤塗装店 足立区

314 誠和光建 足立区

315 東京セントラルヒーティング工業 足立区

316 大三 足立区

317 安里工業 足立区

318 山下塗装 足立区

319 沼建 足立区

320 アルトセンター 足立区

321 明和建工 足立区

322 宏和エンジニアリング 足立区

323 ファミリー工房 足立区

324 楓 足立区

325 リルレ 足立区

326 彩光建設 足立区

327 トータルテック 足立区

328 繕 足立区

329 近藤建装工業 葛飾区

330 山崎塗装工業所 葛飾区

331 永井建設 葛飾区

332 五十嵐工業 葛飾区

333 清水ペイント 葛飾区

334 キクチ 葛飾区

335 相谷組 葛飾区

336 大葉工業 葛飾区

337 栗崎工業 葛飾区

338 呉光塗装 葛飾区

339 サワ建工 葛飾区

340 光和 葛飾区

341 立装 葛飾区

342 日下工業 葛飾区

343 大成塗装 江戸川区

344 グロリー防水工業 江戸川区

345 カナクボ 江戸川区

346 徳世塗装工芸 江戸川区

347 豊田塗装店 江戸川区

348 赤堀工業 江戸川区
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業種：塗装 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

349 細川技建 江戸川区

350 冨田鋼装 江戸川区

351 うつくしき塗装 江戸川区

352 斉藤興産 江戸川区

353 アレックス 江戸川区

354 東松建設 江戸川区

355 サンショウ 江戸川区

356 ボンドエンジニアリング 江戸川区

357 清水塗工 江戸川区

358 雅敍造園 八王子市

359 三澤建設 八王子市

360 北原建材工業 八王子市

361 オガワ 八王子市

362 加藤設備工業 八王子市

363 美好 八王子市

364 サイトウ 八王子市

365 達磨 八王子市

366 木本建興 八王子市

367 エム・トラスト 八王子市

368 加納塗装工業 八王子市

369 ティーテック 八王子市

370 大道 八王子市

371 永建 八王子市

372 武建設 立川市

373 高橋建設工業 立川市

374 立川ハウス工業 立川市

375 誠栄総建 立川市

376 マウント 立川市

377 潤工業 立川市

378 東京住宅サービス 武蔵野市

379 昭研工業 武蔵野市

380 山谷建装 武蔵野市

381 グリーンシステム 武蔵野市

382 ヤマザキ 三鷹市

383 くりいく 三鷹市

384 ナガサワ 青梅市

385 原美装 青梅市

386 サンケン 青梅市

387 信和建設 府中市
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業種：塗装 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

388 ニューズ産業 府中市

389 門馬工務店 府中市

390 友栄塗装工業 府中市

391 敏鉄工 府中市

392 門馬 府中市

393 日下部塗装店 昭島市

394 清起工業 昭島市

395 マルリョウ 昭島市

396 秀邦 調布市

397 梅澤塗装 調布市

398 ホリプロジェクト 調布市

399 イワヲ建設 町田市

400 一協塗建 町田市

401 芝田総合住設 町田市

402 芳賀建設 町田市

403 東京綜合造園 町田市

404 明堅プルーフ 町田市

405 ハギワラ 町田市

406 鹿沼 町田市

407 入江建設 町田市

408 丸豊建設 町田市

409 進建 町田市

410 樋口防水 町田市

411 栄建設 町田市

412 エスケイ 町田市

413 マックス工業 町田市

414 英建社 町田市

415 菊永建設 町田市

416 スキルドシール 町田市

417 井上装建 町田市

418 武蔵産業 小平市

419 久野建装 小平市

420 稲垣建設 小平市

421 八州工業 小平市

422 多摩住宅保全 日野市

423 美多摩サービス社 日野市

424 共立テクノロジーズ 日野市

425 木下塗装店 東村山市

426 岡建設 東村山市
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427 グッドジョブ 東村山市

428 三京塗装工業 東村山市

429 国広建設 国分寺市

430 総建 国分寺市

431 ティーエムハンズ 国立市

432 多摩住宅サービス 西東京市

433 三和建装 西東京市

434 大谷建興 西東京市

435 古畑装飾 西東京市

436 古畑総合建装 西東京市

437 瀬間工業 西東京市

438 三和トラスト 西東京市

439 ディーズ 西東京市

440 平田建装 福生市

441 海野塗装工業 福生市

442 リバイバル 福生市

443 梶浦工業 東大和市

444 秀栄建装 東大和市

445 光栄技建工業 東久留米市

446 野崎造園 東久留米市

447 大樹工業 東久留米市

448 カヤ工業 東久留米市

449 康和建装 武蔵村山市

450 ベーシング 武蔵村山市

451 多摩ニュータウンサービス 多摩市

452 環境システム研究所 多摩市

453 ケイシン塗装工業 多摩市
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454 エイチ・ビー 多摩市

455 アックス 多摩市

456 石田建設 稲城市

457 プロテクト・ビルディング 稲城市

458 エースレジン 稲城市

459 よみうりサポートアンドサービス 稲城市

460 インテック防水 稲城市

461 廣瀬防水 あきる野市

462 おつど塗装 あきる野市

463 織田建装工業 瑞穂町

464 ミズホライン 瑞穂町

465 戸大建設工業 瑞穂町

466 アースリー 瑞穂町

467 アサヒペイント その他

468 美建工業 その他

469 旭リボート その他

470 フクザワ その他

471 サンヨーテック その他

472 一ノ瀬建創 その他

473 秀建 その他

474 神英興業 その他

475 オカトモ その他

476 ミヤマ建設 その他

477 嶺岸塗装 その他

478 原田美装 その他

479 相模植木 その他

480 ウイッツコミュニティ その他

481 田所工業 その他

482 アヤノ塗装 その他

483 グロース その他

484 鈴木 その他

485 ケイエイ産業 その他

486 ホシノ建設 その他

487 インペックス その他

488 高橋塗装 その他

489 明星工業 その他

490 正興 その他

491 双成化建 その他

492 菊水化学工業 その他
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