
令和５年４月現在

業種：内装仕上 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

1 田中組 千代田区

2 ライト工業 千代田区

3 錢高組 千代田区

4 大木リフォーム 千代田区

5 大和ハウス工業 千代田区

6 ナカノフドー建設 千代田区

7 日塗 千代田区

8 小柳建設 千代田区

9 伊勝 千代田区

10 阿野組 千代田区

11 東海建設 千代田区

12 エスシープランニング 千代田区

13 ユニホー 千代田区

14 大八建設 千代田区

15 信和建設 千代田区

16 けんこう 千代田区

17 冨士工 中央区

18 オーエンス 中央区

19 大豊建設 中央区

20 松井リフォーム 中央区

21 新藤商店 中央区

22 日本メックス 中央区

23 イトーキ 中央区

24 日本防災技術センター 中央区

25 ウェイズ 中央区

26 藤井工業 中央区

27 オアシス・イラボレーション 中央区

28 ラックス建設 中央区

29 久保井商店 中央区

30 建装工業 港区

31 大林組 港区

32 りんかい日産建設 港区

33 梅垣組 港区

34 淺沼組 港区

工事業種競争入札参加登録業者名簿
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業種：内装仕上 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

35 吉藤商店 港区

36 戸田建設 港区

37 ケイミックス 港区

38 サカクラ 港区

39 富士通 港区

40 カシワバラ・コーポレーション 港区

41 日飛興産 港区

42 第一ヒューテック 新宿区

43 新菱冷熱工業 新宿区

44 塚本建設 新宿区

45 リ・ワークスジャパン 新宿区

46 三井不動産リフォーム 新宿区

47 野原産業エンジニアリング 新宿区

48 ヤマモト 新宿区

49 みやこ企画 新宿区

50 五洋建設 文京区

51 大谷建装 文京区

52 文化シヤッター 文京区

53 高橋工業 文京区

54 塩浜工業 文京区

55 環境装備 文京区

56 東京ガスリビングライン 文京区

57 タキズミ 文京区

58 小野組 文京区

59 地域環境開発 文京区

60 吉野工業 台東区

61 イチケン 台東区

62 昭和室内工業 台東区

63 渡辺 台東区

64 カネマンインテリア 台東区

65 Ｎｅｅｄｓ 台東区

66 清美堂 墨田区

67 明治企業 墨田区

68 ＯＫＡＣＯＮ 墨田区

69 エーファイブ 墨田区

70 竹中工務店 江東区

71 ショーボンド建設 江東区
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業種：内装仕上 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

72 大末建設 江東区

73 高木商店 江東区

74 ささき 江東区

75 城東テクノサービス 江東区

76 進和建設 江東区

77 アップルペイント 江東区

78 ハセガワ 江東区

79 新井組 品川区

80 リフォームキュー 品川区

81 エム・ティーコンストラクション 品川区

82 エヌケーツウ 品川区

83 本間建設 大田区

84 原商店 大田区

85 コンステック 大田区

86 長崎ケミカル 大田区

87 日本総合住生活 大田区

88 アール・エヌ・ゴトー 大田区

89 小雀建設 大田区

90 アーバンサービス 大田区

91 日本トリート 世田谷区

92 服部塗装商事 世田谷区

93 東急コミュニティー 世田谷区

94 岡山製畳 世田谷区

95 北一商店 世田谷区

96 フジパスク 世田谷区

97 篠崎工務店 世田谷区

98 早川製畳 世田谷区

99 ジョスコム 世田谷区

100 新東産業 渋谷区

101 升川建設 渋谷区

102 日本総合コミュニティー 渋谷区

103 大倉建装 中野区

104 大神田建設 中野区

105 栗原亮商店 中野区

106 国際建設 杉並区

107 矢口塗装店 杉並区

108 技研興業 杉並区
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業種：内装仕上 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

109 鈴木シャッター 豊島区

110 ホゼン 豊島区

111 三和シヤッター工業 豊島区

112 ナカノエンジニアリング 豊島区

113 ハウスメイトワークス 豊島区

114 新日本ライフ 豊島区

115 フコク 豊島区

116 楽建 豊島区

117 エムユー 豊島区

118 東峰建設 北区

119 越野建設 北区

120 小俣シャッター工業 北区

121 佐藤開発 北区

122 昭和建装 北区

123 三菱電機ビルソリューションズ 荒川区

124 東工務店 荒川区

125 秀和建設 荒川区

126 カタヤマ 荒川区

127 ＴＣＳ 荒川区

128 大成コーポレーション 荒川区

129 エヌデック 荒川区

130 営繕工事 板橋区

131 内田工務店 板橋区

132 植草工務店 板橋区

133 ソトムラ 板橋区

134 文化シヤッターサービス 板橋区

135 関西土建 板橋区

136 日本興志 板橋区

137 ツカダ工業 練馬区

138 ナベカン 練馬区

139 エフワンエヌ 練馬区

140 関口商店 練馬区

141 シブヤ建設 練馬区

142 平井工務店 練馬区

143 日章テック 練馬区

144 日立コーポレーション 練馬区

145 建和 練馬区
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業種：内装仕上 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

146 浜脇工業 練馬区

147 丸嶋総業 練馬区

148 阿世知工業 練馬区

149 タチケンホールディングス 練馬区

150 ハマテック 練馬区

151 ソアー 練馬区

152 筑波内装 足立区

153 船木塗装 足立区

154 池田塗装 足立区

155 三星産業 足立区

156 野口塗装工業 足立区

157 東京セントラルヒーティング工業 足立区

158 成美興業 足立区

159 大三 足立区

160 御園興業 足立区

161 山下塗装 足立区

162 セスコ 足立区

163 ファミリー工房 足立区

164 ハウスサポート 足立区

165 金子工務店 葛飾区

166 葛飾ガス住宅設備機器 葛飾区

167 暁建設 葛飾区

168 呉光塗装 葛飾区

169 うつくしき塗装 江戸川区

170 東京ガスライフバル江戸川 江戸川区

171 グロリアス 江戸川区

172 オブロン 江戸川区

173 古内　孝 江戸川区

174 早野組 八王子市

175 マルヰガス東京 八王子市

176 大道 八王子市

177 立川ハウス工業 立川市

178 潤工業 立川市

179 東京住宅サービス 武蔵野市

180 グリーンシステム 武蔵野市

181 すまいの建築設計 武蔵野市

182 くりいく 三鷹市
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業種：内装仕上 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

183 青和施設工業所 青梅市

184 内山住宅 府中市

185 門馬 府中市

186 美装 府中市

187 大倉商店 昭島市

188 秀邦 調布市

189 萩生田産業 町田市

190 一協塗建 町田市

191 明堅プルーフ 町田市

192 栄建設 町田市

193 エスケイ 町田市

194 ユネット 町田市

195 八州工業 小平市

196 美多摩サービス社 日野市

197 シノカツ 国分寺市

198 松本建装 国立市

199 ティーエムハンズ 国立市

200 多摩住宅サービス 西東京市

201 古畑装飾 西東京市

202 古畑総合建装 西東京市

203 平田建装 福生市

204 リバイバル 福生市

205 三栄建設 福生市

206 小島建設 清瀬市

207 康和建装 武蔵村山市

208 エイチ・ビー 多摩市

209 よみうりサポートアンドサービス 稲城市

210 織田建装工業 瑞穂町

211 戸大建設工業 瑞穂町

212 ウスイ住装 その他

213 ミヤマ建設 その他

214 嶺岸塗装 その他

215 原田美装 その他

216 山王建設 その他

217 湘南製畳 その他

218 大矢製畳 その他

219 山中産業 その他
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業種：内装仕上 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

220 藤原製畳所 その他

221 鶴岡畳工業 その他

222 鈴和建工 その他

223 岡田本店 その他

224 宮本製畳店 その他

225 明星工業 その他

226 菊水化学工業 その他
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