
令和５年４月現在

業種：造園 ※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 日産緑化 千代田区

4 錢高組 千代田区

5 富士植木 千代田区

6 大和ハウス工業 千代田区

7 大林道路 千代田区

8 ビーエムビー 千代田区

9 久保工 千代田区

10 ナカノフドー建設 千代田区

11 千代田グリーン 千代田区

12 荏原実業 中央区

13 イビデングリーンテック 中央区

14 泰正 中央区

15 協栄 中央区

16 クリスタルジャパン 中央区

17 テラヤマ 中央区

18 安藤・間 港区

19 かたばみ興業 港区

20 大林組 港区

21 りんかい日産建設 港区

22 奥村組 港区

23 淺沼組 港区

24 戸田建設 港区

25 日比谷アメニス 港区

26 ケイミックス 港区

27 アカネ 港区

28 ランドスケープ 港区

29 名星ディストラクト 港区

30 コンテック 港区

31 大日本土木 新宿区

32 東亜建設工業 新宿区

33 武蔵野造園土木 新宿区

34 フジタ 新宿区

工事業種競争入札参加登録業者名簿
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業種：造園 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

35 吉川建設 新宿区

36 不二興産 新宿区

37 木原造林 新宿区

38 日本グリーン企画 新宿区

39 エスケーリフォーム 新宿区

40 湘南花卉園緑地 新宿区

41 地域環境開発 文京区

42 ホリケン工業 台東区

43 台東グリーン 台東区

44 東亜道路工業 墨田区

45 ヒット 墨田区

46 京成バラ園芸 墨田区

47 増田造園 墨田区

48 明治企業 墨田区

49 柳島寿々喜園 墨田区

50 古澤オフィス 墨田区

51 グリンテック 江東区

52 ランデック 江東区

53 竹中土木 江東区

54 新日本工業 江東区

55 多田建設 江東区

56 竹中工務店 江東区

57 森岡 江東区

58 山梅造園土木 江東区

59 ノザワ 江東区

60 天龍造園建設 江東区

61 丸山製作所 江東区

62 みどり造園 江東区

63 はこねフローリスト 江東区

64 キヌ・コーポレーション 江東区

65 内田緑化興業 江東区

66 ユタカ 江東区

67 都市緑化 江東区

68 大末テクノサービス 江東区

69 新井組 品川区

70 日本パブリックサービス 品川区

71 東急グリーンシステム 品川区
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業種：造園 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

72 松本組 品川区

73 日本緑化土木 品川区

74 若築建設 目黒区

75 オーシャン 目黒区

76 オールマン 目黒区

77 三ツ木建設工業 大田区

78 成樹苑 大田区

79 藤東造園建設 大田区

80 西島建設 大田区

81 第一造園 大田区

82 日本総合住生活 大田区

83 大森造園建設 大田区

84 環境緑化 大田区

85 醍醐総業 大田区

86 小雀建設 大田区

87 今井造園 大田区

88 吉村造園 世田谷区

89 蘆花園植木 世田谷区

90 相模造園土木 世田谷区

91 平成造園 世田谷区

92 第一緑興 世田谷区

93 高橋組興業 世田谷区

94 三栄造園 世田谷区

95 グリーンシェルター 世田谷区

96 緑進造園 世田谷区

97 杉本造園土木 世田谷区

98 青山造園 世田谷区

99 新舘建設 世田谷区

100 フジパスク 世田谷区

101 小川造園 世田谷区

102 唐川商工 世田谷区

103 小金井緑化 世田谷区

104 小山造園 世田谷区

105 岩城 世田谷区

106 加勢造園 渋谷区

107 東光園緑化 渋谷区

108 日本体育施設 中野区
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業種：造園 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

109 飛鳥 中野区

110 大澤造園土木 中野区

111 創研ガーデン 中野区

112 大場造園 杉並区

113 昭和造園 杉並区

114 箱根植木 杉並区

115 協和産業 杉並区

116 種屋造園興業 杉並区

117 富士興業 杉並区

118 東武緑地 杉並区

119 技研興業 杉並区

120 勇和造園 杉並区

121 西武造園 豊島区

122 武蔵野種苗園 豊島区

123 荒木建設工業 豊島区

124 松栄造園土木 北区

125 日本製紙総合開発 北区

126 グリーンマイン出島 北区

127 井上鋼機 北区

128 東洋ランテック 北区

129 岩田造園土木 荒川区

130 北部緑地建設 荒川区

131 フジクリーン 荒川区

132 綜合造園 荒川区

133 上園緑地建設 荒川区

134 ＴＣＳ 荒川区

135 営繕工事 板橋区

136 池田園 板橋区

137 須藤造園 板橋区

138 高津興業 板橋区

139 西山都市開発 板橋区

140 杉山造園建設 板橋区

141 芝辰産業 板橋区

142 栗山造園 板橋区

143 キムラ工業 板橋区

144 緑峰 板橋区

145 秋山造園 板橋区
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業種：造園 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

146 東埼 板橋区

147 谷合造園 板橋区

148 足立造園緑地 板橋区

149 新田造園土木 板橋区

150 日本緑地 板橋区

151 サンライズ開発 板橋区

152 中川造園土木 板橋区

153 吟水園 練馬区

154 アゴラ造園 練馬区

155 植文 練馬区

156 小西造園土木 練馬区

157 西部緑化 練馬区

158 共和工業 練馬区

159 アオイ造園 練馬区

160 小関田中園 練馬区

161 ホープ 練馬区

162 豊和緑地 練馬区

163 田中造園 練馬区

164 アップフィールド 練馬区

165 アティ 練馬区

166 神田造園 練馬区

167 　新倉造園土木 練馬区

168 市川緑化土木 練馬区

169 新井組 足立区

170 小勝工務店 足立区

171 大洋造園土木 足立区

172 松竹園 足立区

173 富士造園 足立区

174 貴先建設 足立区

175 丸藤小林土木 足立区

176 内田建設 足立区

177 呉竹造園 足立区

178 フジ興業 足立区

179 前島植物園 足立区

180 横田造園 足立区

181 東和美化 足立区

182 田島緑化工事 足立区
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業種：造園 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

183 伸和建設 足立区

184 後藤造園 足立区

185 中村造園 足立区

186 シミズローディック 足立区

187 宝亀園 足立区

188 桂造園 葛飾区

189 葛飾エクステリア 葛飾区

190 東洋グリーン産業 葛飾区

191 アミック 葛飾区

192 相川造園 葛飾区

193 東香園 葛飾区

194 山渓緑地 葛飾区

195 岡田建興ジェイシー 葛飾区

196 優造園 葛飾区

197 ライズ 葛飾区

198 小林造園 葛飾区

199 エス・ケー・グリーン 葛飾区

200 ワイオリ 葛飾区

201 稲亀緑花 江戸川区

202 伍楽園 江戸川区

203 八海樹園 江戸川区

204 水越電工社 江戸川区

205 志村組 江戸川区

206 松樹園 江戸川区

207 瀬尾造園土木 江戸川区

208 アーバンエクステリア 江戸川区

209 河村造園 江戸川区

210 中央建設機工 江戸川区

211 熊谷　淳哉 江戸川区

212 ジョージア園芸 江戸川区

213 アメニティ 江戸川区

214 国土緑化 江戸川区

215 みつき 江戸川区

216 青葉 江戸川区

217 メイコー楽一 江戸川区

218 文吾林造園 八王子市

219 黒須建設 八王子市
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業種：造園 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

220 雅敍造園 八王子市

221 天野植木 八王子市

222 東緑化 八王子市

223 第一グリーン 八王子市

224 市川造園 八王子市

225 佐藤造園土木 八王子市

226 植小 八王子市

227 桂造園 八王子市

228 平野造園 八王子市

229 東新緑地 八王子市

230 美好 八王子市

231 野口造園 八王子市

232 多摩緑化 八王子市

233 浜興業 八王子市

234 オリアン 八王子市

235 緑化技研 八王子市

236 瀬沼造園 八王子市

237 瀬沼木材 八王子市

238 木本建興 八王子市

239 植達 八王子市

240 高速保全 八王子市

241 Ｋｅｉ’ｓ 八王子市

242 五嶋造園 八王子市

243 植日造園 八王子市

244 植栽屋 八王子市

245 中村建設 立川市

246 藤紋 立川市

247 関東緑花 立川市

248 立川造園 立川市

249 清香園 立川市

250 山本玉翠園 立川市

251 緑化加平次 立川市

252 砂川スポーツ施設 立川市

253 東京住宅サービス 武蔵野市

254 小美濃造園 武蔵野市

255 コートグリーン 武蔵野市

256 サカヱ 三鷹市
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業種：造園 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

257 麻生園 三鷹市

258 清光園緑地 三鷹市

259 東和ランドテック 三鷹市

260 東山園 青梅市

261 松本造園土木 青梅市

262 京王建設 府中市

263 府中植木 府中市

264 植寿園 府中市

265 トータルハウス 府中市

266 キャピタルグリーン 府中市

267 東京緑化 府中市

268 宮光園 府中市

269 東京グリーン 府中市

270 多摩川緑花 府中市

271 玉川造園 府中市

272 都一造園 府中市

273 粕川造園 府中市

274 コンネット 府中市

275 濱口造園 府中市

276 指田園 昭島市

277 昭立造園 昭島市

278 カトービルドシステム 昭島市

279 風間造園 昭島市

280 緑興 調布市

281 深光園 調布市

282 林建設 調布市

283 Aライフ 調布市

284 八雲造園 調布市

285 竹丸造園センター 町田市

286 山田造園 町田市

287 大沢園 町田市

288 東京綜合造園 町田市

289 足立造園 町田市

290 ハギワラ 町田市

291 首都圏環境整備 町田市

292 エム・ビルド 町田市

293 ナカオ 町田市
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業種：造園 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

294 アグリゲイトガーデン 町田市

295 双葉苑 小金井市

296 山水園 小平市

297 藤嶋造園 小平市

298 西武緑化管理 小平市

299 羽島 小平市

300 今泉造園土木 小平市

301 百草造園 日野市

302 美多摩サービス社 日野市

303 生沼組 日野市

304 瀧澤建設 日野市

305 三幸建設 日野市

306 眞生工業 日野市

307 四季庭 日野市

308 光建設 東村山市

309 光緑園 東村山市

310 鈴木造園 国分寺市

311 国広建設 国分寺市

312 栄組 国分寺市

313 総建 国分寺市

314 藤雅園 国分寺市

315 保谷園 西東京市

316 多摩住宅サービス 西東京市

317 尾林緑化 西東京市

318 古畑総合建装 西東京市

319 三和エクステリア西東京 西東京市

320 興國緑化 福生市

321 丸松造園 福生市

322 共進造園 福生市

323 村尾造園土木 福生市

324 立山産業 福生市

325 和泉園 狛江市

326 空園 東大和市

327 笠原ガーデン資材 東大和市

328 今村組 清瀬市

329 松村園芸 東久留米市

330 西山建設 東久留米市
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業種：造園 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

331 奥住造園 東久留米市

332 根本造園 東久留米市

333 神明園 東久留米市

334 野崎造園 東久留米市

335 ベストグリーン 東久留米市

336 西山植物園 東久留米市

337 表養樹園 武蔵村山市

338 神浩園 武蔵村山市

339 多摩ニュータウンサービス 多摩市

340 楢原 多摩市

341 植龍緑化 多摩市

342 桜ヶ丘造園 多摩市

343 朝倉組 多摩市

344 苑友造園 多摩市

345 サービスエース 多摩市

346 芝堅 稲城市

347 緑愛 稲城市

348 アイキョー 稲城市

349 創建 稲城市

350 川端造園 稲城市

351 よみうりサポートアンドサービス 稲城市

352 スイーピングサービス あきる野市

353 石川造園 あきる野市

354 高木造園 あきる野市

355 オーエムアイグリーンサービス あきる野市

356 小松造園 あきる野市

357 植利 あきる野市

358 サンフィールド あきる野市

359 大進緑建 羽村市

360 Ｍｉｄｏｒｕ 瑞穂町

361 島田 日の出町

362 大萩造園 その他

363 相模植木 その他

364 和田建設 その他

365 原中園 その他

366 山王建設 その他

367 飯塚工業 その他
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業種：造園 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

368 青野スポーツ施設 その他

369 品川建設 その他
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