
マンション
共用部分修繕

構造・防水含む
戸建てリフォーム工事

内装・設備工事

1 株式会社アール・エヌ・ゴトー 神奈川県川崎市中原区新城中町16-10 ○ 国土交通大臣　第19923号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・ﾀｲﾙれんが・防水工事・塗装工
事・内装仕上・電気工事・屋根工事・建具工事・管工事・その他

2 株式会社アイシン 神奈川県横浜市港南区笹下2-23-25 ○ 神奈川県知事　第41358号
建築工事・とび土工・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・
内装仕上・その他

3 株式会社愛知シンコー 愛知県名古屋市南区三条2-15-25 ○ 愛知県知事　第100521号
建築工事・土木工事・とび土工・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・石工事・防
水工事・内装仕上・建具工事・その他

愛知県知事　第100521号 塗装工事

4 アイズ株式会社 愛知県名古屋市天白区元八事3-62 ○ 愛知県知事　第13841号 建築工事・とび土工・塗装工事・防水工事・内装仕上

5 旭技建株式会社 大阪府摂津市鳥飼八防1-19-4 ○ 国土交通大臣　第12084号
土木工事・建築工事・とび土工・管工事・塗装工事・防水工事・内装仕
上・　建具工事・その他

6 旭電設株式会社 大阪府大阪市旭区森小路2-1-1-201 ○ 大阪府知事　第62095号 管工事・消防施設・その他 大阪府知事　第62095号 電気工事

7 株式会社アスト 福岡県福岡市西区戸切3-35-7 ○ 国土交通大臣　第26292号
建築工事・とび土木・・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・そ
の他

8 株式会社アヅマ 静岡県浜松市北区三幸町251 ○ 静岡県知事　第22228号 管工事 静岡県知事　第22228号
建築工事・とび土工・石工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕
上・建具工事・その他

9 株式会社アルテック 神奈川県横浜市中区新山下2-12-43 ○ 　 　 神奈川県知事　第26255号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事・その他

10 安藤工事株式会社 福岡県福岡市南区清水2-9-6 ○ 国土交通大臣　第871号 電気工事 国土交通大臣　第871号
建築工事・塗装工事・防水工事・土木工事・とび土工・石工事・屋根工
事・ﾀｲﾙれんが・内装仕上・建具工事・その他

11 株式会社飯味塗装工業所 愛知県名古屋市港区砂美町78 ○ 愛知県知事　第6613号 建築工事・防水工事 愛知県知事　第6613号 塗装工事

12 株式会社伊勝 神奈川県横浜市鶴見区生麦1-5-3 ○ 国土交通大臣　第15705号 土木工事・管工事・その他 国土交通大臣　第15705号
建築工事・とび土工・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・その
他

13 いずみテクノス株式会社 東京都杉並区上荻2-19-17 ○ 国土交通大臣　第17059号 消防施設 国土交通大臣　第17059号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工事・内装仕上・その他

14 株式会社一ノ瀬建創 神奈川県横浜市泉区和泉中央南1-42-7 ○ 神奈川県知事　第40119号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

15 株式会社伊藤テック 兵庫県尼崎市武庫元町1-29-3 ○ 国土交通大臣　第15955号
建築工事・とび土工・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・その
他

16 株式会社伊藤塗工部 北海道札幌市東区北10条東12-3-8 ○ 北海道知事　石第01031号 建築工事・とび土工・塗装工事・防水工事・内装仕上・建具工事

17 井上ビルド工業株式会社 福岡県北九州市戸畑区牧山2-9-3 ○ 福岡県知事　第73045号 防水工事 福岡県知事　第73045号 土木工事・とび土工・塗装工事・建築工業・内装仕上・その他

18 株式会社イマムラ 神奈川県川崎市川崎区大島上町1-13 ○ 神奈川県知事　第45350号 建築工事・塗装工事・とび土工・防水工事

19 株式会社イワサ・アンド・エムズ 東京都文京区湯島2-21-17 ○ 国土交通省　第20622号
建築工事・とび土工・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事

20 株式会社ウェイズ 兵庫県神戸市灘区岩屋北町4-3-16 ○ 国土交通大臣　第14221号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・　
　　　ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

21 株式会社永和工業 神奈川県横須賀市森崎1-19-3 ○ 国土交通大臣　第20887号 土木工事・とび土工・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれんが・その他 国土交通大臣　第20887号 建築工事・塗装工事・防水工事・内装仕上・その他

22 株式会社エスシープランニング 神奈川県横須賀市大矢部2-2-6 ○ 神奈川県知事　第71673号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・建具工事・そ
の他

神奈川県知事　第71673号 建築工事・塗装工事・防水工事

23 株式会社エッジPLAN 東京都杉並区井草2-7-18 ○ 東京都知事　第133922号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事

24 大池建工株式会社 愛知県名古屋市北区大杉2-7-15 ○ 愛知県知事　第3462号 建築工事・とび土工・塗装工事・防水工事・その他

25 大坪塗装工業株式会社 福岡県北九州市小倉北区板櫃町21-16 ○ 福岡県知事　第69124号 塗装工事・防水工事

26 奥村組興業株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町27-8 ○ 国土交通大臣　第9118号 屋根工事・防水工事・建具工事・ﾀｲﾙれんが・内装仕上・その他 国土交通大臣　第9118号 建築工事・とび土工・塗装工事

27 株式会社オチアイ 愛知県名古屋市西区那古野1-10-12 ○ 国土交通大臣　第22733号
とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内
装仕上・建具工事・その他

国土交通大臣　第22733号 建築工事

28 株式会社小野工建 大阪府摂津市千里丘6-4-2 ○ 国土交通大臣　第12063号 土木工事・石工事・その他 国土交通大臣　第12063号
建築工事・とび土工・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装
仕上・建具工事・管工事・その他

29 株式会社カシワバラ・コーポレーション 山口県岩国市山手町1-5-16 ○ 国土交通大臣　第3103号 その他 国土交通大臣　第3103号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・内装仕上・建具工事・管工事・その他

30 株式会社カタヤマ 神奈川県大和市つきみ野2-1-9 ○ 国土交通大臣　第20715号
建築工事・とび土工・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・その
他,

31 上原子塗装工業株式会社 北海道札幌市豊平区平岸5条6-2-15 ○ 北海道知事　石第177号
土木工事・建築工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・　　　
　　　　内装仕上・建具工事・その他

32 株式会社カラーコディネイト・タイヨー 岡山県岡山市北区野田4-15-18 ○ 岡山県知事　第21151号 建築工事・とび土工・塗装工事・防水工事

33 川口吹付工業株式会社 福岡県福岡市南区寺塚1-15-1 ○ 福岡県知事　第6230号 塗装工事・防水工事

34 川本工業株式会社 神奈川県横浜市中区寿町2-5-1 ○ 国土交通大臣　第2636号 消防施設・その他 国土交通大臣　第2636号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・電気工事・管工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工事・内装仕上・その他

35 木村工業株式会社 愛知県名古屋市中区千代田5-20-3-2 ○ 愛知県知事　第3121号 建築工事・とび土工・塗装工事・防水工・内装仕上・その他

MKS正会員（構成員）　建設業許可に関する事項

番号 名称 所在地 一般　建設業許可（許可番号・許可業種） 特定　建設業許可（許可番号・許可業種）

請け負う住宅リフォーム工事の種類
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36 株式会社キューボウ 福岡県久留米市合川町422-18 〇 国土交通大臣　第28146号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

37 協伸工業株式会社 大阪府大阪市都島区中野町4-9-9 ○ 大阪府知事　第140706号
建築工事・屋根工事・塗装工事・内装仕上・石工事・ﾀｲﾙれんが・
防水工事・建具工事・その他

38 協立技研株式会社 大阪府泉大津市なぎさ町6-1　きららセンタービル6階 〇 大阪府知事　第74069号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・
ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

39 株式会社キョーエイ・エンジニアリング 東京都江東区毛利2-2-8　誠和ﾋﾞﾙ ○ 　 東京都知事　第62719号 管工事

40 極東塗装工業株式会社 神奈川県横浜市鶴見区佃野町1-9 ○ 神奈川県知事　第45851号 防水工事・内装仕上 神奈川県知事　第45851号 塗装工事

41 工藤建設株式会社 神奈川県横浜市青葉区新石川4-33-10 ○ 国土交通大臣　8049号 電気工事・消防施設 国土交通大臣　8049号 土木工事・建築工事・とび土工・石工事・その他

42 クリステル工業株式会社 東京都中野区弥生町2-3-10 ○ 東京都知事　第101779号
建築工事・とび土工・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装
仕上・建具工事・その他

43 ケイエス建装株式会社 北海道札幌市北区新川2条11丁目2-70 ○ 北海道知事許可　第19873号
建築工事・とび土工・屋根工事・防水工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・内装
仕上

44 迎馗株式会社 神奈川県横浜市南区宿町3-55-3 ○ 神奈川県知事　第32574号 防水工事・その他 神奈川県知事　第32574号 建築工事・塗装工事

45 京浜管鉄工業株式会社 東京都豊島区目白2-1-1　目白NTビル6階 ○ 国土交通大臣　第4644号 消防施設・その他 国土交通大臣　第4644号 建築工事・管工事・土木工事・とび土工・塗装工事・その他

46 株式会社ケルビン 東京都千代田区東神田2-8-15 ○ 国土交通大臣　第1136号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

47 建装工業株式会社 東京都港区西新橋3-11-1 ○ 国土交通大臣　第4366号
土木工事・建築工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工事・防水工事・内装仕上・建具工事・とび土工・その他

48 株式会社コウセイ 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1577-2 〇 国土交通大臣　第25158号 建築工事・とび土木・内装仕上・その他 国土交通大臣　第25158号 管工事業

49 高分子株式会社 大阪府堺石中区深井北町3418-1 ○ 大阪府知事　第26679号 その他 大阪府知事　第26679号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

50 呉光塗装株式会社 千葉県松戸市中根長津町25 ○ 国土交通大臣　第14531号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事・ﾀｲﾙれんが・その他

51 株式会社こざき 熊本県熊本市中央区辛島町6-2 ○ 国土交通大臣　第8702号 建築工事・塗装工事・とび土工・防水工事・内装仕上

52 株式会社サーフ 東京都練馬区豊玉上2-2-5　桜台ツーウッズビル4階 ○ 東京都知事　第129664号
建築工事・とび土工・屋根工事・タイルれんが・塗装工事・防水工事・内
装仕上・その他

53 株式会社サカクラ 神奈川県横浜市磯子区岡村7-35-16 ○ 国土交通大臣　第3039号
土木工事・建築工事・とび木工・電気工事・塗装工事・防水工事・内装
仕上・建具工事・タイルれんが・その他

54 株式会社サカケン 愛知県名古屋市名東区牧の里2-119-1 ○ 愛知県知事　第35026号
建築工事・とび土工・屋根工事・塗装工事・防水工事・内装仕上・そ
の他

55 株式会社櫻井 神奈川県横浜市港南区野庭町361-3 ○ 神奈川県知事　第1534号
建築工事・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・防水工事・とび土工・内
装仕上・建具工事・その他

神奈川県知事　第1534号 塗装工事

56 札幌ペック株式会社　 北海道札幌市北区百合が原7-6-15 ○ 北海道知事　石第740号 とび土工・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・内装仕上・建具工事・その他 北海道知事　石第740号 土木工事・建築工事・塗装工事・防水工事

57 株式会社佐藤塗装店 宮崎県宮崎市高千穂通2-1-5 ○ 宮崎県知事　第1762号 とび土工・塗装工事・防水工事・内装仕上

58 三共リモデル株式会社 東京都豊島区雑司が谷3-3-25 ○ 東京都知事　第117936号
:建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水
工事・内装仕上・建具工事・その他

59 株式会社三紘 宮崎県宮崎市村角町阿波2505番地 ○ 宮崎県知事　第2853号 土木工事・その他 宮崎県知事　第2853号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事

60 三信塗工株式会社 神奈川県横浜市西区中央2-42-15　リーヴェルステージ横浜Neo208-B ○ 神奈川県知事　第3427号 その他 神奈川県知事　第3427号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事・その他

61 株式会社サンゼオン 広島県広島市西区中広町3-17-16 ○ 広島県知事　第4809号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事・その他

62 山陽建材工事株式会社 兵庫県神戸市灘区篠原本町4-5-22 ○ 兵庫県知事　第103698号 建築工事・塗装工事・防水工事・とび土木

63 三和建装株式会社 東京都西東京市田無町1-12-6 ○ 国土交通大臣　第14253号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工事・:防水工事・内装仕上・建具工事・その他

64 株式会社三和トラスト 東京都練馬区石神井台2-29-37 ○ 国土交通大臣　第23062号
建築工事・とび土工・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・:防水工事・内
装仕上・建具工事・その他

65 株式会社ジェイ・プルーフ 東京都墨田区石原4-32-4　ＪＰビル2階 ○ 国土交通大臣　23547号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・:防水
工事・内装仕上・建具工事・その他

66 株式会社ジョスコム 東京都世田谷区船橋6-5-19 ○ 東京都知事　第113086号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事・その他

67 株式会社シンエイ 長崎県長崎市三川町800-40 ○ 長崎県知事　第13157号 土木工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・その他 長崎県知事　第13157号 建築工事・とび土木

68 株式会社シンエイライフ 愛知県犬山市大字上野字米野1152番地2 ○ 国土交通大臣　第23837号
土木工事・建築工事・とび土工・塗装工事・防水工事・内装仕上・建具
工事・その他

69 シンヨー株式会社 神奈川県川崎市川崎区大川町8-6 ○ 国土交通大臣　第5360号 電気工事 国土交通大臣　第5360号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

70 株式会社神和美装 神奈川県横須賀市平作7-14-8 ○ 神奈川県知事　第52631号 とび土工・石工事・屋根工事・防水工事・建具工事・その他 神奈川県知事　52631号 建築工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・内装仕上・その他
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71 株式会社スギモト 熊本県熊本市中央区水前寺3-29-11 ○ 熊本県知事　　第913号
建築工事・とび土工・ﾀｲﾙれんが・:塗装工事・防水工事・内装仕上・そ
の他

72 株式会社鈴木塗装工務店 東京都足立区柳原2-30-14 ○ 国土交通大臣　第473号 土木工事・とび土工・防水工事 国土交通大臣　第473号 建築工事・塗装工事

73 株式会社スターテック 東京都大田区蒲田3-23-8　蒲田ﾋﾞﾙ9F ○ 東京都知事　第117783号
建築工事・とび土工・石工事・管工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・　　　防水工事・内装仕上・建具工事・その他

74 住商産業株式会社 熊本県熊本市東区小山4-9-70 ○ 国土交通大臣　第25415号 建築工事・とび土工・塗装工事・防水工事・その他

75 株式会社住吉技研 大阪府大阪市東住吉区田辺1-14-7 ○ 大阪府知事　第87501号
とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内
装仕上・その他

大阪府知事　第87501号 建築工事業

76 株式会社西和 福岡県福岡市博多区金の隈2-18-41 ○ 福岡県知事　　第90626号 管工事 福岡県知事　第90626号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事・その他

77 積水工業株式会社 東京都目黒区中町2-32-5-2階 ○ 国土交通大臣　第8057号 電気工事・消防施設 国土交通大臣　第8057号
建築工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・内装仕上・屋根工事・管工事・防水
工事・建具工事・その他

78 株式会社セラフ榎本 埼玉県川口市芝中田2-34-16 ○ 国土交通大臣　第11791号
建築工事・とび土工・塗装工事・内装仕上・土木工事・管工事・防水工
事

79 創成工業株式会社 東京都大田区多摩川2-25-9 〇 東京都知事　　第93909号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

80 株式会社総和プラント 東京都文京区小日向4-5-16　ﾂｲﾝﾋﾙｽﾞ茗荷谷3F ○ 東京都知事　第120180号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・ﾀｲﾙれんが・管工事・塗装
工事・防水工事・内装仕上・その他

　 　

81 株式会社ソエジマ 東京都世田谷区経堂5-28-10 ○ 国土交通大臣　第1601号 防水工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・その他 国土交通大臣　第1601号 建築工事・塗装工事・内装仕上

82 株式会社第一リフォーム 東京都豊島区池袋2-14-2　池袋2丁目ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ9階 ○ 東京都知事　第138512号
電気工事

東京都知事　第138512号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・タイルれんが・塗装工事・防水
工事・内装仕上・建具工事・その他

83 株式会社大京穴吹建設 香川県香川県高松市藤塚町1-11-22　穴吹工務店本社ビル 〇 国土交通大臣　第25268号 消防施設・その他 国土交通大臣　第25268号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

84 株式会社大塗 愛知県春日井市八幡町77-4 ○ 愛知県知事　第62710号
建築工事・とび土木・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・　内装仕上・建具工事・その他

85 株式会社太平エンジニアリング 東京都文京区本郷1-19-6 ○ 国土交通大臣　第927号 消防施設 国土交通大臣　第927号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

86 株式会社ダイニチ 福岡県福岡市南区寺塚1-10-3 ○ 福岡県知事　第62077号 とび土工・防水工事 福岡県知事　第62077号 建築工事・塗装工事・内装仕上・その他

87 株式会社大和 神奈川県横浜市中区港町6-28 ○ 国土交通大臣　第18393号 管工事 国土交通大臣　第18393号
土木工事・とび土工・石工事・建具工事・建築工事・屋根工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工事・内装仕上・防水工事・その他

88 大和技研株式会社 兵庫県伊丹市寺本東1-3-30 ○ 国土交通大臣　第23194号 消防施設 国土交通大臣　第23194号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装工事・その他

89 ダイワテック株式会社 大阪府大阪市東住吉区住道矢田8-13-26 ○ 国土交通大臣　第20461号 ﾀｲﾙれんが・屋根工事・防水工事・内装仕上 国土交通大臣　第20461号 土木工事・とび土工・塗装工事・建築工事・その他

90 株式会社高田塗装 熊本県熊本市東区西原1-15-3 ○ 熊本県知事　第3179号 とび土工・塗装工事・防水工事 熊本県知事　第3179号 建築工事

91 株式会社竹内商会 愛知県春日井市出川町2-31-2 ○ 愛知県知事　第22659号
土木工事・とび土工・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・
その他

92 タマアクト株式会社 東京都西東京市中町4-8-3 ○ 国土交通大臣　第22254号 塗装工事・防水工事

93 中央技術開発株式会社 兵庫県尼崎市武庫町3-15-4 ○ 　 兵庫県知事　第216307号 管工事

94 中日装業株式会社 愛知県名古屋市中村区本陣通5-111 ○ 国土交通大臣　第26152号 管工事 国土交通大臣　第26152号
建築工事・とび土木・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・　内装仕上・建具工事

95 津上産業株式会社 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣2-10-19 ○ 福岡県知事　第18036号 土木工事・屋根工事・塗装工事・防水工事・内装仕上・その他 福岡県知事　第18036号 建築工事・とび土工

96 株式会社ツツミワークス 東京都豊島区東池袋3-4-3 NBF池袋イースト14階 ○ 国土交通大臣　第24561号 その他 国土交通大臣　第24561号
建築工事・石工事・ﾀｲﾙれんが・防水工事・とび土工・屋根工事・塗装工
事・内装仕上・建具工事・その他

97 株式会社ティーエスケー 千葉県船橋市高瀬町31-3 ○ 国土交通大臣　第20009号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工・防水工・内装仕上・建具工事・その他

98 株式会社ティーエス・ハマモト 広島県広島市安佐南区長束4-16-2 ○ 広島県知事　第5178号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・内装仕上・その他

99 株式会社テイエム技建 大阪府東大阪市吉原2-9-17 ○ 大阪府知事　第121720号 消防施設 大阪府知事　第121720号
土木工事・とび土工・管工事・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・内装仕
上・建具工事・その他

100 株式会社テクシード 広島県広島市東区戸坂新町2-43-1 ○ 広島県知事　第37013号 土木工事・その他 広島県知事　第37013号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事・その他

101 テクノ建設サービス株式会社 東京都豊島区池袋2-14-2　池袋2丁目ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ8Ｆ ○ 国土交通大臣　第22246号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・その他

102 株式会社テシマ工業 福岡県福岡市早良区千隈6-5-1 ○ 福岡県知事　第19029号 塗装工事・建具工事 福岡県知事　第19029号 土木工事・建築工事・とび土工・ﾀｲﾙれんが・防水工事・その他

103 東洋建工株式会社 福岡県福岡市南区野多目2-3-21 ○ 福岡県知事　第20107号 建築工事・塗装工事・防水工事

104 東洋シポデック株式会社 大阪府大阪市中央区材木町1-8　SRビル本庁東ビル ○ 大阪府知事　第53079号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

105 株式会社東洋特殊化学 愛知県北名古屋市久地野牧野45 ○ 愛知県知事　第55132号 とび土工・塗装工事・防水工事
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106 株式会社東北丸本 宮城県仙台市泉区市名坂字野蔵19-3 ○ 宮城県知事　第2335号
土木工事・建築工事・とび土工・塗装工事・防水工事・内装仕上・
建具工事・その他

107 株式会社トーヨーテック 福岡県福岡市博多区吉塚4-11-34　三益ビル3号 ○ 福岡県知事　第104354号 建築工事・とび土工・塗装工事・防水工事・その他

108 株式会社トクシュ 沖縄県那覇市上間212-1 ○ 沖縄県知事　第2434号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・管工事・ﾀｲﾙれんが・塗装
工事・防水工事・内装仕上・その他

109 株式会社ナカムラ 山形県鶴岡市伊勢原町26-10 ○ 国土交通大臣　第17177号
建築工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・防水工事・内装仕上・建具工事:　
　　　　その他

国土交通大臣　第17177号 土木工事・とび土工・塗装工事・その他

110 株式会社中村塗装店 東京都品川区上大崎3-6-4 ○ 国土交通大臣　第3128号
建築工事・とび土工・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・　　　　
　　内装仕上・その他

111 株式会社長崎塗装店 広島県広島市西区観音新町1-7-24 ○ 国土交通大臣　第1681号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・塗装工事・屋根工事・ﾀｲﾙ
れんが・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

112 ナグラ産業株式会社 愛知県名古屋市北区石園町3-22 ○ 愛知県知事　第24230号 内装仕上 愛知県知事　第24230号 建築工事・防水工事・塗装工事

113 南海工業株式会社 東京都世田谷区船橋3-26-7 ○ 国土交通大臣　第25641号
建築工事・とび土工・ﾀｲﾙれんが・防水工事・建具工事・内装仕上・管工
事・塗装工事・屋根工事・その他

114 株式会社西尾産業 静岡県富士市本市場148-3 ○ 国土交通大臣　第752号 とび土工・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上 国土交通大臣　第752号 建築工事

115 日建ベクトル株式会社 岡山県岡山市北区下中野720-106 ○ 岡山県知事　第20004号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・タイルれんが・塗装工事・防水
工事・内装仕上・建具工事・その他

116 日興電気工業株式会社 大阪府大阪市北区天神西町3-18　日興ビルディング ○ 大阪府知事　第6871号 消防施設・その他 大阪府知事　第6871号 電気工事

117 日新興業株式会社 宮崎県延岡市本小路74　日新盛徳会館内 ○ 国土交通大臣　第882号 屋根工事・塗装工事・防水工事・内装仕上 国土交通大臣　第882号 土木工事・建築工事・とび土工・石工事・ﾀｲﾙれが・建具工事・その他

118 株式会社日装 東京都新宿区新宿2-13-12　住友不動産新宿御苑ビル ○ 東京都知事　第10614号
建築工事・塗装工事・防水工事・内装仕上・とび土工・管工事･ﾀｲﾙれん
が　　その他

119 日塗株式会社 広島県福山市曙町1-10-10 ○ 国土交通大臣　第7712号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

120 株式会社日東 大阪府堺市堺区北清水町2-2-6 〇 国土交通大臣　第24305号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事・その他

121 日本建材工事株式会社 東京都新宿区新宿5-18-12八重洲ﾋﾞﾙ2階 ○ 東京都知事　第33974号 建築工事・塗装工事・防水工事・内装仕上・その他

122 日本防水工業株式会社 東京都練馬区富士見台4-43-5 ○ 国土交通大臣　第9187号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・内装仕上・建具工事・電気工事・その他

123 NSリノベーション株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-6 ○ 国土交通大臣　第18184号 消防施設・その他 国土交通大臣　第18184号
土木工事・建築工事・とび土工・電気工事・管工事・塗装工事・防水工
事・内装仕上

124 株式会社日本リノベーション 東京都中野区鷺宮1-30-19 ○ 東京都知事　第143231号 ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事

125 株式会社乃一 愛知県名古屋市昭和区円上町1-1 ○ 愛知県知事　第105147号
土木工事・建築工事・とび土工・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水
工事・内装仕上・建具工事・石工事・その他

126 橋口工業株式会社 福岡県福岡市南区鶴田2-16-17 ○ 福岡県知事　第60690号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・その他

127 株式会社原建設工業 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂3-12-15 〇 神奈川県知事　第67932号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事業・防水
工事・内装仕上・建具工事・その他

128 ビケンテック株式会社 大阪府大阪市平野区瓜破西2-6-12 ○ 　 国土交通大臣　第12059号 建築工事・塗装工事・防水工事・内装仕上

129 株式会社日比野塗装店 愛知県名古屋市熱田区日比野町56-2 ○ 国土交通大臣　第2346号 土木工事・建築工事・とび土工・塗装工事・防水工事・その他 　 　

130 フクタカ工業株式会社 北海道札幌市豊平区西岡2条1-1-46 ○ 北海道知事　石第02998号
土木工事・建築工事・とび土工・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・内装仕上・その他

131 株式会社不二 神奈川県横浜市南区万世町2-25 ○ 国土交通大臣　第27717号
建築工事・塗装工事・防水工事・内装仕上・とび土工・ﾀｲﾙれんが・建具
工事・その他

132 株式会社フジケン 大阪府大阪市西成区南津守6-1-85 ○ 国土交通大臣　第25524号
土木工事、建築工事、とび土木、石工事、屋根工事、タイルれんが、塗
装工事、防水工事、内装仕上、建具工事、その他

133 株式会社富士防 神奈川県横須賀市森崎1-19-18 ○ 国土交通大臣　第23187号 建築工事・とび土工・塗装工事・防水工事・ﾀｲﾙれんが・その他

134 双葉工業株式会社 宮崎県宮崎市村角町中尊1828-4 ○ 宮崎県知事　第8579号 建築工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上 　 　

135 株式会社ペイントサービス 愛知県江南市大海道町中里135 ○ 愛知県知事　第41525号 とび土工・塗装工事・防水工事 　

136 株式会社ベルアート 兵庫県神戸市垂水区本多聞3-9-7 ○ 兵庫県知事　第111067号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事・その他

137 誉産業株式会社 熊本県熊本市南区野田3-9-19 ○ 熊本県知事8519号 土木工事・建築工事・とび土工・塗装工事・防水工事

138 株式会社堀越 宮城県仙台市宮城野区中野3-5-22 ○ 宮城県知事　第4469号 土木工事・塗装工事・防水工事・とび土工・石工事・その他 宮城県知事　第4469号 建築工事

139 株式会社マウント 東京都立川市西砂町3-51-10　2階 〇 東京都知事　第140755号 屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・その他

140 株式会社マルコオ・ポーロ化工 愛知県豊田市金谷町4-50 ○ 愛知県知事　第46704号 土木工事 愛知県知事　第46704号
建築工事・とび土工・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・その
他
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マンション
共用部分修繕

構造・防水含む
戸建てリフォーム工事

内装・設備工事

MKS正会員（構成員）　建設業許可に関する事項

番号 名称 所在地 一般　建設業許可（許可番号・許可業種） 特定　建設業許可（許可番号・許可業種）

請け負う住宅リフォーム工事の種類

141 株式会社マルリョウ 東京都昭島市拝島町3-2-25 ○ 東京都知事　第136514号 内装仕 東京都知事　第136514号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・建具工事・その他

142 株式会社ミカド 熊本県熊本市中無田町1018-1 ○ 熊本県知事　第11819号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・内装仕
上・建具工事・塗装工事・防水工事・その他

143 三星産業株式会社 東京都足立区宮城1-20-15 ○ 国土交通大臣　第709号 建築工事・塗装工事・防水工事・内装仕上・その他

144 株式会社ムラテ 愛知県名古屋市中村区岩塚本通1-51 ○ 愛知県知事　第2811号 建築工事・屋根工事・塗装工事・防水工事・内装仕上

145 株式会社明和 宮城県仙台市宮城野区原町3-5-28 ○ 宮城県知事　第290号 塗装工事・防水工事・内装仕上 宮城県知事　第290号 建築工事業

146 株式会社明和美装 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-8 ○ 神奈川県知事　第62027号
建築工事・とび土工・石工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕
上・建具工事

147 株式会社モリボー 静岡県熱海市紅葉ガ丘町9-25 ○ 静岡県知事　第4548号 土木工事 静岡県知事　第4548号
建築工事・とび土木・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事・その他

148 ヤシマ工業株式会社 東京都中野区新井2-10-11 ○ 国土交通大臣　第22983号 その他 国土交通大臣　第22983号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工
事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

149 ヤマギシリフォーム工業株式会社 東京都品川区東品川1-2-5　リバーサイド品川港南ビル3階 ○ 国土交通大臣　第900号
土木工事・建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他,

150 山本環境整備株式会社 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6 ○ 兵庫県知事　第207764号 電気工事・その他 兵庫県知事　第207764号
土木工事・建築工事・とび土工・管工事・塗装工事・防水工事・内装仕
上・その他

151 株式会社ヨコソー 神奈川県横須賀市森崎1-17-18 ○ 国土交通大臣　第7777号 屋根工事・ﾀｲﾙれんが・内装仕上・その他 国土交通大臣　第7777号 土木工事・建築工事・どび土工・塗装工事・防水工事・管工事

152 横浜塗装工業株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-8-28 ○ 国土交通大臣　第7728号 建築工事・塗装工事・とび土工・防水工事・その他

153 株式会社YKK APラクシー 千葉県松戸市東松戸3-7-21 ○ 国土交通大臣　第20636号
土木工事・建築工事・とび土木・石工事・屋根工事・管工事・ﾀｲﾙれん
が・塗装工事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他

154 株式会社リソー 神奈川県横須賀市山科台10-14 ○ 神奈川県知事　第64785号 土木工事・その他 神奈川県知事　第64785号
建築工事・とび土工・石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工
事・内装仕上・建具工事・その他:

155 リノ・ハピア株式会社 東京都大田区北千束3-1-3 ○ 国土交通大臣　第10571号 とび土工・石工事・その他 国土交通大臣　第10571号
土木工事・建築工事・屋根工事・電気工事・管工事・:ﾀｲﾙれんが・:塗装
工事・防水工事・内装仕上・建具工事・その他:

156 株式会社リフォームジャパン 東京都北区東田端2-2-2　第二今城ﾋﾞﾙ3階 ○ 国土交通大臣　第22497号
石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・
建具工事・その他

157 レヂボンケミカル株式会社 長崎県長崎市三川町1026-4 ○ 長崎県知事　第3861号
石工事・屋根工事・ﾀｲﾙれんが・塗装工事・防水工事・内装仕上・
建具工事・その他

　正会員163社中　住宅リフォーム事業者157社
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