
（敬称略・会社名五十音順）

会社名 所在地 代表取締役氏名

1 ２７債務総１０７－Ａ０３号 気仙沼合同庁舎新築空調工事 株式会社興盛工業所 設備課

2 ２９債務警７－１０２号 （仮称）若林警察署庁舎新築衛生工事 熱研プラント工業株式会社 設備課

3 株式会社アサカ 仙台市 安積　貴弘 県港施災２１００１－Ａ０２号 高砂ふ頭舗装復旧外工事（その２） 後藤工業株式会社 仙台塩釜港湾事務所

4 株式会社エコー設備工業 白石市 髙橋　敬 ２９債務保９－１０１号 結核医療提供施設増築電気工事 株式会社電気工事平間組 設備課

5 県債３１１地震災５１０１－００１号 長石地先海岸災害復旧工事 株式会社橋本店 東部土木事務所

6 社街Ａ２－Ａ０４号 小山外道路改築工事 グリーン企画建設株式会社 仙台土木事務所

7 有限会社小野寺土木 登米市 小野寺　敏 地道改復興３－Ａ０２号 みやぎ県北高速幹線道路（中田工区）舗装（その２）工事 株式会社大伸建設 東部土木事務所登米地域事務所

8 和建設株式会社 白石市 畑中　和紀 社砂防火１－００３号 松川流路工工事（その４） 株式会社本田組 大河原土木事務所

9 北上重工業株式会社 石巻市 庄司　正彦 県債震復社整防００２００－Ａ０３号 雲雀野地区防潮堤（その２）工事 久我建設株式会社 石巻港湾事務所

10 有限会社協友工業 仙台市 鹿子田　健吾 ２９債務警７－１０３号 （仮称）若林警察署庁舎新築空調工事 株式会社キープラン 設備課

11 興栄工業株式会社 白石市 佐藤　裕次 県災防０４００１－Ａ０１号 山館外災害防除工事 株式会社東北ロンテック 北部土木事務所栗原地域事務所

12 株式会社小向板金工業所 仙台市 小向　祐子 ２９総１－Ａ０１号 下愛子３号住宅屋上防水・外壁ほか１件改修工事 株式会社杜都エンジニアリング 営繕課

13 株式会社サイキョウサービス 仙台市 畑尻　卓磨 社道防安１９－９８－Ａ０１号 押分外舗装補修工事 宮城建設工業株式会社 仙台土木事務所

14 佐藤電気 登米市 佐藤　俊光 ２８債務土１－１０１号 高砂コンテナターミナル管理棟新築電気工事 産電工業株式会社 設備課

15 株式会社三成建設 仙台市 大平　次則 ３１１地震災１４０９－０１１号 南貞山運河河川災害復旧工事（８工区） 伸和興業株式会社 仙台土木事務所

16 有限会社昭光特殊工業 栗原市 佐藤　啓子 社道復興災防１２－６２１－Ａ０１号 給分浜外災害防除工事 株式会社東北リアライズ 東部土木事務所

17 有限会社匠工務店 大崎市 坪　清道 ２９債務農６－００１号 畜産試験場種雄牛舎新築工事 奥田建設株式会社 営繕課

18 社道復興災防１２－２０８－００１号 笠神災害防除工事 株式会社丹勝 仙台土木事務所

19 ２９災５０３－Ａ０１号 横浦外道路災害復旧工事 株式会社丹勝 東部土木事務所

20 株式会社関興業 仙台市 関　隆久 復道１－１９－Ａ０３号 山寺（３）道路改良工事 奥田建設株式会社 仙台土木事務所

21 セフテイライン株式会社 仙台市 元木　弘靖 県埠用造２１００１－Ａ０３号 中野ふ頭用地舗装工事（その２） 日建工業株式会社 仙台塩釜港湾事務所

22 仙台ライン株式会社 仙台市 藏田　一也 県舖補０５００８－Ａ０２号 米谷外舗装補修工事（その２） 宮城建設工業株式会社 東部土木事務所登米地域事務所

23 株式会社センポク 石巻市 熊本　明見 ０県県舖補０５００１－Ａ０１号 上沼外舗装補修工事 株式会社大伸建設 東部土木事務所登米地域事務所

24 仙北設備株式会社 大崎市 福井　正美 ２８債務教１３９－１０３号 気仙沼向洋高改築暖房工事 株式会社ダイマル 設備課

25 仙北舗装 栗原市 高橋　良栄 床上河川１－Ａ０５号 大江川河川改修工事（仮設道路） 石堂建設株式会社 北部土木事務所

26 有限会社大成重機 石巻市 遠藤　純二 社河川復興１１－Ａ０１号 西沢川河川改修工事（付帯施設工） 株式会社山内組 東部土木事務所

27 株式会社ダイテック 大崎市 西野　大輔 ３０農５０－１０２号 畜産試験場給水設備等更新工事 株式会社ダイマル 設備課

28 中鉢設備 大崎市 中鉢　博 ２８債務教４４－１０３号 石巻北高校舎等改築暖房工事 株式会社ダイマル 設備課

29 東北ニチレキ工事株式会社 仙台市 須藤　孝浩 社道防安１９－１４－Ａ０１号 川南舗装補修外工事 野口建設株式会社 北部土木事務所栗原地域事務所

30 株式会社東北ロンテック 仙台市 千葉　静 復道１－２３－Ａ０１号 小網倉浜道路改良工事（その４） 株式会社マルテック 東部土木事務所

31 道路企画工業株式会社 仙台市 大島　徹 県舗補０４００７－００１号 瀬峰下田外舗装補修工事 野口建設株式会社 北部土木事務所栗原地域事務所

32 株式会社中川電気工事 大崎市 中川　健 平成２９年度社道復興１２－３３－００３号 大島架橋照明設備工事 東北エレクトロ通信株式会社 気仙沼土木事務所

33 有限会社中野工務店 南三陸町 佐藤　浩俊 県債道路受（復興）４９－１－００２号 （仮）鎮守大橋橋梁下部工工事（その１） 若生工業株式会社 東部土木事務所

34 有限会社バーディ空調 仙台市 山田　茂 ２９債務保９－１０３号 結核医療提供施設増築空調工事 株式会社ダイマル 設備課

35 有限会社迫水道設備 登米市 武田　裕司 ２８債務教４４－１０２号 石巻北高校舎等改築衛生工事 株式会社北陵建設 設備課

36 株式会社八幡興業 南三陸町 菅原　英助 県債３１１地震災６１０１－００１号 長清水川河川災害復旧工事 株式会社佐々木建設 気仙沼土木事務所

37 株式会社Ｆｒｅｅ 名取市 瀧澤　隆 社河川復興５－Ａ０２号 増田川護岸工事 グリーン企画建設株式会社 仙台土木事務所

38 丸三商事株式会社 仙台市 千葉　一男 ２９債務警７－００１号 （仮称）若林警察署庁舎新築工事 阿部建設株式会社 営繕課

39 丸武建設株式会社 仙台市 菊池　正美 県債３１１地震災１４３０－Ａ０１号 七北田川河川災害復旧工事（その７） 株式会社ファインテック 仙台土木事務所

40 株式会社ＭＡＲＵＹＯＳＨＩ 石巻市 阿部　智弘 復都公Ａ３－Ａ０１号 石巻南浜津波復興祈念公園造成工事 遠藤興業株式会社 東部土木事務所

41 村上建設工業株式会社 仙台市 村上　隆樹 復道１－１０－Ａ０４号 志津川道路改良外工事（その３） 株式会社浅野工務店 気仙沼土木事務所

42 有限会社門間工務店 登米市 門間　幸一 地道改復興３－Ａ０４号 みやぎ県北高速幹線道路（中田工区）舗装（その３）工事 日建工業株式会社 東部土木事務所登米地域事務所

43 株式会社横山産業 山元町 横山　義信 復道１－１９－Ａ０２号 山寺（２）道路改良工事 奥田建設株式会社 仙台土木事務所

44 ラコリス株式会社 仙台市 遠藤　己夫 ２７災６００６－Ａ０６号 身洗川河川災害復旧工事（その７） 株式会社オイデック 仙台土木事務所
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