
令和5年4月1日　現在

業 者 名 登 録 業 種

1 （株）アーステクノ 土木　 とび　 管　　 舗装　 さく井 水道
2 （株）相洸 土木　 管　　 水道　 消防
3 愛知時計電機（株）鹿児島営業所 電気　 通信
4 アイ電子工業（株） 通信
5 碧工業（株） 防水
6 （株）アクアプランテス 管　　 機械
7 旭工業（株） 電気　 管　　 水道　 消防
8 アジアテック（株） 土木　 とび　 塗装　 さく井 消防

9
（株）安部日鋼工業　鹿児島営業
所

土木　 とび　 鋼構　 塗装　 水道

10 （株）天草屋
建築　 大工　 とび　 屋根　 管　　 鋼構　 鉄筋　 舗装
板金　 塗装　 防水　 内装　 熱絶　 建具

11 （有）有園水道工業 土木　 管　　 水道
12 （株）アリマコーポレーション 土木　 電気　 管　　 機械　 水道
13 有村総合建設（株） 土木　 とび　 造園
14 （株）アリモト工業 建築　 大工　 とび　 造園

15 （株）イシタケ
土木　 建築　 とび　 石　　 屋根　 管　　 舗装　 水道
解体

16 （有）出水合同電設 土木　 建築　 とび　 電気　 管　　 水道　 消防
17 井関鉄工（株） 鋼構　 機械
18 （有）五十物産 とび
19 （株）市坪建装 建築　 とび　 塗装　 防水
20 （株）稲盛機工店 土木　 とび　 電気　 管　　 鋼構　 機械　 水道　 解体
21 （株）井上工業 土木　 管　　 舗装　 水道
22 指宿湊建設（株） 建築
23 （株）今給黎建設 土木　 建築　 舗装
24 （株）イマックス 土木　 とび　 鋼構　 塗装

25 今別府産業（株）
土木　 建築　 とび　 屋根　 電気　 管　　 鋼構　 舗装
塗装

26 （株）岩田組 土木　 建築　 舗装　 防水　 解体
27 （株）ウエダ開発 土木
28 （株）ウヱノ　南九州支店 土木　 とび

29 （株）上東建設
土木　 建築　 とび　 屋根　 管　　 舗装　 浚渫　 内装
解体

30 （株）植村組
土木　 建築　 大工　 とび　 石　　 電気　 管　　 鋼構
舗装　 浚渫　 塗装　 内装　 造園　 水道　 解体

31 （株）植村地質コンサルタンツ さく井
32 （株）ウォーターテックサービス 水道
33 （株）後迫組 土木　 建築　 とび　 管　　 舗装　 水道　 解体
34 （有）内田工業 とび　 塗装
35 内村建設（株） 建築
36 （株）内山組 土木　 建築　 管　　 舗装　 造園　 解体
37 （株）宇都組 土木　 建築　 管　　 舗装　 塗装　 造園　 水道　 解体
38 栄光電設（株） 電気　 通信
39 （株）栄電社 電気　 管　　 機械　 通信　 水道
40 （株）エコロン 管　　 塗装　 防水　 機械　 水道

41
エスイーリペア（株）鹿児島営業
所

土木　 とび　 鋼構　 塗装

42 （株）江藤建設工業 土木　 建築　 とび　 舗装　 塗装　 解体

43
ＮＥＣネッツエスアイ（株）鹿児
島営業所

通信

44 ＮＥＣフィールディング（株） 電気　 管　　 内装　 通信
45 （株）大城 土木　 建築　 舗装　 解体
46 （株）大隅機工 とび　 塗装

47
大橋エアシステム（株）南九州支
店

管

48
OKIクロステック（株）九州支社鹿
児島支店

電気　 通信
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49
オリエンタル白石（株）鹿児島営
業所

土木　 とび　 鋼構　 塗装

50 （株）カーネギー産業
土木　 建築　 とび　 鋼構　 舗装　 浚渫　 塗装　 防水
さく井 解体

51 海江田電機（株） 電気　 管　　 水道　 消防
52 栫築炉工業（株）南九州営業所 タイル 機械　 清掃
53 鹿児島道路サービス（株） 土木　 とび　 石　　 舗装　 塗装　 造園
54 鹿児島ビニール（株） とび
55 鹿児島水処理（株） 管　　 機械
56 （株）カジハラ 土木　 塗装　 防水
57 鎌田建設（株） 土木　 建築　 とび　 管　　 舗装　 造園　 水道　 解体
58 神野商事（株） 土木　 とび　 電気　 通信
59 （株）上別府工務所 塗装　 防水
60 上村建設（株） 土木　 建築　 とび　 舗装

61 （株）川北電工
土木　 とび　 電気　 管　　 鋼構　 塗装　 機械　 通信
消防

62 川幸産業（株） 管
63 （有）川崎電機工業所 電気　 管　　 機械
64 （株）川路建設 土木　 建築　 大工　 とび
65 川畑電気（株） 通信
66 （株）木落建設 土木　 建築　 管　　 舗装　 解体
67 （株）北原建材商会 防水
68 （株）キューオキ　南九州支店 通信
69 九錦設備工業（株） 土木　 管　　 水道　 消防
70 （株）九州工機 土木　 とび　 管　　 鋼構　 機械

71
九州セキスイ商事インフラテック
（株）鹿児島支店

とび　 塗装

72 （株）九州日立　鹿児島支社 電気　 管　　 機械

73
（株）九州日立システムズ　南九
州支店

通信

74 （株）九大地質コンサルタント とび　 管　　 さく井
75 九鉄工業（株）鹿児島支店 土木
76 （株）九電工　南さつま営業所 電気　 管
77 久徳建設（株） 土木　 建築
78 （有）協友防水工業 防水
79 （株）協和製作所　鹿児島営業所 鋼構　 機械
80 キョーエイエステック（株） とび　 塗装
81 （有）錦江ボーリング社 さく井

82 （株）久保工務店
土木　 建築　 とび　 管　　 舗装　 浚渫　 塗装　 防水
水道　 解体

83 （株）熊建 とび　 塗装
84 （株）藏薗組 土木　 建築　 管　　 舗装　 水道　 解体
85 （株）グリップメソッド 塗装　 防水　 内装　 建具
86 （株）クロキ工業 建築　 とび　 屋根　 塗装　 防水　 解体
87 クロス冷熱工業（株） 管
88 ケイ産業（有） 塗装　 防水
89 （有）桂信システム 電気　 通信
90 （株）ケイテック　南九州支店 土木　 とび　 鋼構
91 こうかき建設（株） 土木　 とび　 舗装　 解体
92 興南建設（株） 建築
93 興南施設（株） 管
94 (株)鴻池組　南九州支店 土木　 建築

95
コウフ・フィールド（株）南九州
支店

土木　 とび　 鋼構　 舗装　 塗装　 解体

96 コーアツ工業（株） 土木　 とび
97 コスモ技研（株） とび　 タイル 塗装　 防水
98 （有）後藤工業 塗装　 防水
99 小牧建設（株） 土木　 建築　 とび　 舗装　 浚渫　 水道　 解体
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100 （株）コンステック鹿児島営業所 建築　 鋼構　 塗装　 防水　 内装
101 （有）サカシタ 板金　 塗装　 防水
102 （株）坂下組　鹿児島支店 建築　 とび　 鋼構　 塗装　 防水　 解体
103 坂本建設（株） 土木　 建築　 舗装　 解体
104 五月産業（株） 土木　 とび　 舗装　 解体
105 （株）サツマ工業 塗装　 防水
106 サツマ酸素工業（株） 管　　 機械
107 （有）佐藤防水 土木　 建築　 タイル 塗装　 防水
108 （株）サニタリー 土木　 防水
109 三軌建設（株）鹿児島支店 土木　 とび　 鋼構
110 三元設備工業（株） 管　　 水道　 消防
111 （有）三祐電工 電気　 管　　 通信　 消防

112 三洋工機（株）
土木　 建築　 とび　 石　　 電気　 管　　 鋼構　 舗装
浚渫　 機械　 水道

113 （株）サンライズ 建築　 内装
114 三和建設（株） 土木　 建築

115
ＪＲＣシステムサービス（株）鹿
児島営業所

通信

116 （株）ジオマックス 土木　 とび
117 重信通信工業（株） 電気　 通信
118 茂建設（株） 土木　 とび　 舗装　 解体
119 （株）ＳＹＳＫＥＮ　鹿児島支店 電気　 通信
120 （株）システム電子 電気　 通信　 消防
121 芝浦電子工業（株） 電気　 通信
122 （株）清水 とび　 塗装　 防水
123 シャトル工業(株) とび
124 （株）シュウケン 塗装　 防水
125 十文字工業（株） 管
126 （株）ジュシカ とび　 塗装　 防水
127 （株）常電 通信　 消防
128 （株）松美研 建築　 とび　 鋼構　 塗装　 防水
129 （株）新栄 土木　 とび　 鋼構　 舗装　 塗装　 水道　 解体
130 （株）進栄テクノス 電気　 管　　 機械　 通信
131 親栄電設（株） 電気　 通信　 消防
132 新開工業（株） 管　　 機械　 水道
133 （株）新生組 土木　 建築　 鋼構　 塗装　 防水
134 新生冷熱工業（株） 管　　 水道　 消防
135 進和總業（株） とび　 塗装
136 （株）親和電機 電気　 通信　 消防
137 末吉建設（株） 土木　 とび　 舗装　 解体
138 セイコー工業（株） 土木　 電気　 管　　 水道
139 西南電気（株）鹿児島営業所 電気　 機械　 通信
140 （株）西部システム 土木　 とび　 塗装
141 西部電気工業（株）鹿児島支店 土木　 とび　 電気　 鋼構　 舗装　 塗装　 通信　 水道
142 （株）西部防災 電気　 消防
143 （株）川内林業 土木　 とび　 造園
144 （株）センテイ 電気　 通信

145 曽山建設（株）
土木　 建築　 とび　 屋根　 管　　 舗装　 塗装　 防水
内装　 造園　 建具　 水道　 解体

146 第一建設（株） 土木　 建築
147 （株）大鹿電業 電気　 管　　 機械　 通信　 消防
148 大協（株） 機械　 さく井 水道
149 （株）大協通信 土木　 電気　 管　　 通信
150 （株）ダイサン 土木　 建築　 とび　 管
151 （株）大成電設 電気　 通信　 消防
152 （有）大成緑化工業 とび
153 ダイダン（株）鹿児島営業所 管　　 消防
154 大電総業（株） 電気　 管　　 通信　 消防

3/7



令和5年4月1日　現在

業 者 名 登 録 業 種

令和5年度建設工事等入札参加有資格業者一覧表

建 設 工 事 （ 県 内 ）

155 （株）大德電設 電気　 管
156 （有）大徳防水 建築　 屋根　 塗装　 防水
157 タイハク（株） とび
158 （有）大八工務店 左官　 塗装　 防水
159 大福電設（株） 電気　 通信　 消防
160 大丸建設（株） 土木　 建築　 管　　 舗装　 塗装　 防水　 造園　 解体
161 ダイヤテック（株） 管
162 （株）ダイヤモンド止水接着工業 防水
163 （株）ダイワ工販 土木　 とび　 鋼構　 機械　 水道
164 （株）大和通信 電気　 通信　 消防
165 大和リース（株）鹿児島支店 建築　 解体
166 高砂熱学工業（株）鹿児島営業所 管
167 （株）拓建 塗装　 防水
168 （有）竹崎電設 電気　 管
169 タニコー（株）鹿児島営業所 管
170 （株）谷吉造園土木 土木　 とび　 造園
171 中央建設（株） 土木　 建築
172 中央工業（株） 土木　 管　　 水道　 消防
173 中央ロード工業（株） とび　 塗装
174 中外電工（株） 電気　 管　　 通信　 消防
175 中馬産業（株） 塗装　 内装
176 千代田工業（株）鹿児島営業所 機械　 さく井 水道
177 津曲工業(株) 土木　 建築　 舗装　 解体
178 （株）鶴田機工 管　　 機械
179 （株）鶴留建設 土木　 建築
180 鶴丸電機工業（株） 電気　 管
181 テクノ冷熱（株） 電気　 管　　 消防
182 電新デジック（株） 電気　 通信　 消防
183 (株)デンセツ工業 電気　 管
184 電通工業（株） 電気　 通信
185 東亜道路工業（株）鹿児島営業所 土木　 とび　 舗装

186 東洋建設（株）鹿児島営業所
土木　 建築　 とび　 電気　 管　　 鋼構　 舗装　 浚渫
塗装　 内装　 造園　 水道　 解体

187 （株）常盤建設
土木　 建築　 とび　 石　　 電気　 管　　 鋼構　 舗装
浚渫　 塗装　 防水　 造園　 水道　 解体

188 十島工事（株）鹿児島支店 とび　 塗装　 防水
189 図南工業（株） 管　　 機械
190 （株）中釜電設 土木　 電気　 管　　 通信　 水道　 消防
191 （株）中川製作所 土木　 管　　 鋼構　 機械
192 （株）中島電器 電気　 通信
193 （有）永田鋼管工業 とび　 管　　 鋼構　 機械
194 永田重機土木（株） 土木　 建築　 とび　 舗装　 水道　 解体
195 （株）永留電気工業 電気　 管　　 機械　 通信　 消防
196 長野建設（株） 土木　 建築　 管　　 舗装　 水道　 解体
197 長野無線（有） 通信
198 仲林建設（株） 土木　 とび
199 （株）名村造船所　鹿児島営業所 とび　 鋼構
200 南栄電機（株） 電気　 通信
201 南九地質（株） とび　 さく井
202 南国情報サービス（株） 電気　 通信

203 南国殖産（株）
土木　 建築　 左官　 とび　 石　　 屋根　 電気　 管
タイル 鋼構　 舗装　 板金　 ガラス 塗装　 防水　 内装
機械　 熱絶　 建具　 水道　 消防　 解体

204 南生建設（株） 土木　 建築　 とび　 舗装　 水道　 解体
205 （株）南電工 電気　 管　　 通信
206 南日防水工業（株） 防水
207 （株）南部テック 電気　 通信
208 （株）南防 建築　 とび　 塗装　 防水
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209 南菱冷熱工業（株） 管
210 （株）ナンワ工業 土木　 とび　 塗装

211 （株）新留土木
土木　 建築　 とび　 石　　 鋼構　 舗装　 浚渫　 水道
解体

212 （株）西園組 土木　 管　　 舗装　 浚渫　 水道
213 西日本興業（株） 土木　 とび　 舗装　 塗装
214 西日本電信電話（株）鹿児島支店 通信
215 西日本緑化（株） とび
216 (株)西野工業 とび　 塗装　 防水
217 ニシム電子工業（株）鹿児島支店 電気　 通信
218 ニチハツ工業（株）鹿児島営業所 とび　 塗装
219 日研高圧平和キドウ（株） 土木　 建築　 とび　 管　　 舗装　 水道　 解体
220 日建電設（株）鹿児島支店 電気　 通信
221 日伸建設（株） 土木　 とび　 解体
222 日新工業（株） 管
223 日新興業（株）鹿児島営業所 屋根　 塗装　 防水

224
日成ビルド工業（株）鹿児島営業
所

建築

225 （株）日成プロテック 塗装　 防水
226 （株）日拓 とび　 塗装
227 日本電設工業（株）南九州営業所 電気　 通信
228 日本乾溜工業（株）鹿児島支店 土木　 とび　 塗装
229 （株）日本ジオテック とび　 塗装　 さく井
230 日本浄水管理（株） 機械
231 （株）日本地下技術 土木　 とび　 管　　 舗装　 さく井 水道
232 日本地研（株）鹿児島支店 土木　 とび

233
日本ファシリオ（株）南九州営業
所

管　　 消防

234 日本無線（株）鹿児島営業所 通信
235 萩原建設（株） 建築
236 パステムソリューションズ（株） 電気　 通信
237 八栄電設（株） 電気
238 葉月工業（株） 土木　 とび　 鋼構　 塗装
239 （株）ハマテックス とび　 塗装　 防水

240 林建設（株）
土木　 建築　 大工　 とび　 石　　 管　　 鋼構　 舗装
塗装　 防水　 内装　 水道　 解体

241 （有）ハヤト工業 塗装　 防水
242 阪東機工（株） 電気　 管　　 機械
243 （株）フォレステック 建築　 とび　 塗装　 防水
244 （株）福重電工 土木　 とび　 電気　 通信

245 （株）福尚
土木　 建築　 管　　 舗装　 塗装　 防水　 造園　 水道
解体

246 （有）フクソウ 建築　 内装

247 福地建設（株）
土木　 建築　 左官　 とび　 管　　 鋼構　 舗装　 浚渫
塗装　 防水　 造園　 水道　 解体

248 福村石材工業（株） 土木　 とび　 石
249 （株）舞研 電気　 機械　 通信

250
富士電機ＩＴソリューション
（株）鹿児島支店

通信

251 （有）藤電設 電気　 管
252 富士電通（株） 通信

253
（株）富士ピー・エス鹿児島営業
所

土木　 とび　 鋼構　 水道

254 （株）フジヤマ 電気　 管　　 機械
255 （株）二葉園芸種苗 建築　 とび
256 （株）プランテムタナカ 電気　 管　　 鋼構　 機械　 水道
257 （株）プロテクター とび　 舗装　 塗装
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258
文化シヤッターサービス（株）
南九州サービス課

内装　 建具

259 文明農材（株） 建築　 とび
260 （株）ホウセイ・技研 土木　 とび　 舗装　 塗装　 さく井
261 外薗建設工業（株） 土木　 建築　 とび　 舗装　 塗装　 防水　 解体
262 （株）堀之内商会 土木　 建築
263 ほんじょう建設（株） 土木　 とび　 舗装　 塗装
264 （株）本田建設 土木　 建築　 内装　 解体
265 前迫石材（株） 土木　 石
266 （株）前田組 土木　 建築
267 （株）前屋敷組 土木　 建築　 舗装
268 （有）マスデン 電気　 消防
269 松尾建設（株）鹿児島支店 土木　 建築　 とび　 舗装　 浚渫　 水道　 解体
270 （株）松建 とび　 解体
271 （株）松葉電設 電気
272 マモル電工合資会社 電気
273 丸久建設（株） 土木　 建築　 とび　 舗装　 解体
274 （株）丸竹工業 とび
275 マルタニ試工（株）鹿児島支店 土木　 とび　 さく井
276 丸福建設（株） 土木　 建築　 とび　 舗装　 浚渫　 水道　 解体
277 （株）丸和工業 とび　 管　　 鋼構　 機械
278 （株）三竹工業 土木　 とび　 塗装　 解体
279 （株）ミタデン 電気　 管　　 通信　 消防
280 （有）ミツゾノ防水 塗装　 防水
281 南九州金属工業（株） 屋根　 板金
282 （株）南九州電設 電気　 通信　 消防
283 （有）南日本ＡＶＣシステム 通信
284 （株）南日本総合サービス 電気　 管　　 防水　 内装　 機械　 消防
285 （株）南日本電設 電気　 通信　 消防
286 南日本ライナー（株） とび　 鋼構　 塗装
287 都産業（株） とび
288 （株）MIRAI 土木　 とび　 管　　 舗装　 塗装　 水道　 解体
289 （株）明興テクノス 電気　 管　　 機械　 通信　 水道　 消防
290 （株）メカテクス 管　　 鋼構　 機械

291 （株）森建設
土木　 建築　 とび　 管　　 舗装　 浚渫　 塗装　 造園
水道　 解体

292 森建設（株） 土木　 建築　 とび　 管　　 舗装　 水道　 解体
293 （有）森永工業 塗装　 防水
294 森松工業（株）鹿児島営業所 鋼構　 水道
295 （株）森山（清）組 土木　 建築　 とび　 舗装　 浚渫　 解体
296 （株）森山肇組 土木　 とび　 石　　 舗装　 浚渫　 塗装　 水道　 解体
297 （株）ヤマウチ 塗装

298 ヤマグチ（株）
土木　 建築　 とび　 管　　 鋼構　 舗装　 塗装　 防水
造園　 水道　 解体

299 （株）山崎商会 防水
300 山佐産業（株） 建築　 解体
301 （株）山下塗装工務店 塗装　 防水
302 ヤマト産業（有） 土木　 とび　 塗装
303 大和電機（株） 電気　 管
304 山元新栄地質（株） とび　 さく井

305
ヤンマーエネルギーシステム
（株）南九州営業所

土木　 電気　 管　　 機械　 水道

306 豊機工（有） 管　　 機械
307 ユニオン技術（株） 土木　 とび　 さく井 水道
308 （株）横村電機 電気　 通信
309 （株）吉永土木 土木　 建築　 とび　 舗装　 水道　 解体
310 （有）吉野通信 電気　 通信
311 （株）吉丸組 土木　 建築　 とび　 舗装　 塗装　 解体
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312 米盛建設（株） 土木　 建築　 とび　 舗装　 浚渫　 解体
313 ライト工業（株）鹿児島営業所 土木　 とび　 鋼構　 塗装
314 （株）リーチ開発 土木　 とび　 塗装
315 理水化学（株）南九州支店 機械　 水道
316 （株）リバーフィールド とび
317 （株）菱熱　鹿児島支店 管
318 ロードエンタープライズ（株） とび　 鋼構　 塗装
319 ロードテック（株） とび　 塗装
320 （有）ロードビルズシステム とび　 塗装
321 （株）ロックフェイス とび　 塗装
322 若築建設（株）鹿児島営業所 土木　 とび　 鋼構　 浚渫　 水道　 解体
323 （株）若尊 土木　 とび　 石　　 舗装　 塗装　 防水　 水道
324 （株）和光電設 電気　 通信　 消防

325 （株）渡辺組
土木　 建築　 とび　 管　　 舗装　 浚渫　 造園　 水道
解体
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