
中国地方における地域建設業BCP認定制度　『更新審査』履歴一覧表

社数 会社名 市町 社数 会社名 市町 社数 会社名 市町 社数 会社名 市町 社数 会社名 市町 社数 会社名 市町 社数 会社名 市町 社数 会社名 市町 社数 会社名 市町 社数 会社名 市町 社数 会社名 市町

馬野建設㈱ 琴浦町 ㈱井中組 倉吉市 吉田建設㈱ 鳥取市 中央建設㈱ 鳥取市 馬野建設㈱ 琴浦町 ㈱井中組 倉吉市 吾妻商事㈲ 岩美町 ㈱井木組 琴浦町 ㈱井中組 倉吉市 ㈱井木組 琴浦町 ㈱井中組 倉吉市

㈱井木組 琴浦町 中一建設㈱ 若桜町 ㈱大晃工業 鳥取市 ㈱平井組 大山町 ㈱井木組 琴浦町 打吹建設㈱ 倉吉市 ㈱大谷組 鳥取市 ㈲一高土木 鳥取市 打吹建設㈱ 倉吉市 ㈲一高土木 鳥取市 打吹建設㈱ 倉吉市

やまこう建設㈱ 鳥取市 開発建設㈱ 鳥取市 田中工業㈱ 鳥取市 ㈱特研工業 米子市 やまこう建設㈱ 鳥取市 開発建設㈱ 鳥取市 ㈱シモモト 米子市 イワタ建設㈱ 米子市 ㈱大谷組 鳥取市 イワタ建設㈱ 米子市 ㈱大谷組 鳥取市

美保テクノス㈱ 米子市 ㈲共栄組 北栄町 ㈱みたこ土建 米子市 美保テクノス㈱ 米子市 ㈱技工社 鳥取市 ㈱大晃工業 鳥取市 馬野建設㈱ 琴浦町 開発建設㈱ 鳥取市 馬野建設㈱ 琴浦町 開発建設㈱ 鳥取市

大和建設㈱ 鳥取市 東洋交通施設㈱ 鳥取市 ㈱寺谷組 智頭町 大和建設㈱ 鳥取市 ㈲共栄組 北栄町 ㈱谷口工務店 智頭町 ㈱懸樋工務店 鳥取市 ㈱技工社 鳥取市 ㈱懸樋工務店 鳥取市 ㈱技工社 鳥取市

㈱興洋工務店 鳥取市 ㈱武晃建設 鳥取市 ㈱興洋工務店 鳥取市 ㈱クラエー 倉吉市 ㈱チュウブ 琴浦町 ㈱木下建設 境港市 ㈲共栄組 北栄町 ㈱木下建設 境港市 ㈲共栄組 北栄町

㈲高野組 琴浦町 ㈱クラエー 倉吉市 ㈱高野組 琴浦町 ㈲桜宮コンテック 鳥取市 ㈱寺谷組 智頭町 ㈱栗山組 鳥取市 ㈱クラエー 倉吉市 ㈱栗山組 鳥取市 ㈱クラエー 倉吉市

こおげ建設㈱ 八頭町 ㈱重道組 倉吉市 こおげ建設㈱ 八頭町 ㈱重道組 倉吉市 ㈲平井工業 米子市 ㈱高野組 琴浦町 クローバー工業㈲ 鳥取市 ㈱高野組 琴浦町 クローバー工業㈲ 鳥取市

㈱藤原組 鳥取市 ㈱藤原組 鳥取市 ㈱タカミズ 鳥取市 ㈱みたこ土建 米子市 ㈱興洋工務店 鳥取市 コーワ建設㈲ 境港市 ㈱興洋工務店 鳥取市 コーワ建設㈲ 境港市

㈱栗山組 鳥取市 ㈱栗山組 鳥取市 東洋交通施設㈱ 鳥取市 吉田建設㈱ 鳥取市 こおげ建設㈱ 八頭町 ㈱重道組 倉吉市 こおげ建設㈱ 八頭町 ㈱重道組 倉吉市

舩越建設㈱ 大山町 舩越建設㈱ 大山町 ㈲東葉緑化園 鳥取市 山陰建設㈱ 八頭町 ㈱シモモト 米子市 山陰建設㈱ 八頭町 ㈱シモモト 米子市

㈲中信建設 鳥取市 中一建設㈱ 若桜町 ㈱ストライブ 鳥取市 ㈱大晃工業 鳥取市 ㈱セーフティ 倉吉市 ㈱大晃工業 鳥取市

㈱ストライブ 鳥取市 ㈱武晃建設 鳥取市 ㈱セーフティ 倉吉市 ㈱タカミズ 鳥取市 第一道路施設㈱ 鳥取市 ㈱タカミズ 鳥取市

㈱おかだ 大山町 ㈲前嶋組 湯梨浜町 第一道路施設㈱ 鳥取市 ㈱谷口工務店 智頭町 大和建設㈱ 鳥取市 ㈱谷口工務店 智頭町

本庄建設㈱ 岩美町 やすなが工事㈱ 鳥取市 大和建設㈱ 鳥取市 ㈱チュウブ 琴浦町 ㈱竹内組　 八頭町 ㈱チュウブ 琴浦町

㈱竹内組 八頭町 ㈱竹内組　 八頭町 ㈱寺谷組 智頭町  中央建設㈱ 鳥取市 ㈱寺谷組 智頭町

㈱西村組 鳥取市 中央建設㈱　 鳥取市 東洋交通施設㈱ 鳥取市 ㈱特研工業 米子市 東洋交通施設㈱ 鳥取市

八幡コーポレーション㈱ 鳥取市 ㈱特研工業 米子市 ㈲東葉緑化園 鳥取市 ㈱西村組 鳥取市 ㈲東葉緑化園 鳥取市

美穂建設㈱ 鳥取市 ㈱西村組 鳥取市 中一建設㈱ 若桜町 ㈱平井組 大山町 中一建設㈱ 若桜町

イワタ建設㈱ 米子市 ㈱平井組 大山町 ㈱原田建設 鳥取市 福井土建㈱ 倉吉市 ㈱原田建設 鳥取市

㈱懸樋工務店 鳥取市 福井土建㈱ 倉吉市 平井工業㈱ 米子市 ㈱藤原組　 鳥取市 平井工業㈱ 米子市

㈱セーフティ 倉吉市 ㈱藤原組　 鳥取市 ㈱武晃建設 鳥取市 舩越建設㈱ 大山町 ㈱武晃建設 鳥取市

舩越建設㈱ 大山町 ㈱みたこ土建 米子市 ㈱創美 岩美町 ㈱みたこ土建 米子市

本庄建設㈱ 岩美町 やすなが工事㈱ 鳥取市 美穂建設㈱ 鳥取市 やすなが工事㈱ 鳥取市

美穂建設㈱ 鳥取市 吉田建設㈱ 鳥取市 美保テクノス㈱ 米子市 吉田建設㈱ 鳥取市

美保テクノス㈱ 米子市 八幡コーポレーション㈱ 鳥取市

八幡コーポレーション㈱ 鳥取市 やまこう建設㈱ 鳥取市

㈲山口建設 湯梨浜町

やまこう建設㈱ 鳥取市

㈱中筋組 出雲市 ㈱今岡興産 出雲市 山陰建設工業㈱ 出雲市 永井建設㈱ 江津市 ㈱中筋組 出雲市 今岡興産㈱ 出雲市 一畑工業㈱ 松江市 出雲土建㈱ 出雲市 一畑工業㈱ 松江市 出雲土建㈱ 出雲市 一畑工業㈱ 松江市

松江土建㈱ 松江市 ㈱岩崎建設 出雲市 江津土建㈱ 江津市 ㈱ノリコー 松江市 松江土建㈱ 松江市 ㈱岩崎建設 出雲市 石見銀山建設㈱ 大田市 ㈱井上組 江津市 ㈱今岡興産 出雲市 ㈱井上組 江津市 ㈱岩崎建設 出雲市

大畑建設㈱ 益田市 ㈱サンクラフト 浜田市 一畑工業㈱ 松江市 徳畑建設㈱ 隠岐の島町 大畑建設㈱ 益田市 雲南建設㈱ 雲南市 江津土建㈱ 江津市 今井産業㈱ 江津市 ㈱岩崎建設 出雲市 今井産業㈱ 江津市 石見銀山建設㈱ 大田市

今井産業㈱ 江津市 祥洋建設㈱ 浜田市 ㈱真幸土木 松江市 今井産業㈱ 江津市 ㈱栗栖組 津和野町 ㈱佐々木建設 松江市 今岡工業㈱ 出雲市 石見銀山建設㈱ 大田市 今岡工業㈱ 出雲市 ㈱内村電機工務店 出雲市

カナツ技建工業㈱ 松江市 ㈱栗栖組 津和野町 カナツ技建工業㈱ 松江市 ㈱サンクラフト 浜田市 山陰建設工業㈱ 出雲市 大畑建設㈱ 益田市 ㈱内村電機工務店 出雲市 大畑建設㈱ 益田市 極東インフラプロテクト㈱ 出雲市

㈱フクダ 出雲市 宍道湖建設㈱ 松江市 ㈱フクダ 出雲市 祥洋建設㈱ 浜田市 ㈱祥好建設 松江市 カナツ技建工業㈱ 松江市 雲南建設㈱ 雲南市 カナツ技建工業㈱ 松江市 ㈱栗栖組 津和野町

まるなか建設㈱ 松江市 大福工業㈱ 出雲市 まるなか建設㈱ 松江市 宍道湖建設㈱ 松江市 松友建設㈱ 松江市 第一建設㈱ 松江市 極東インフラプロテクト㈱ 松江市 第一建設㈱ 松江市 江津土建㈱ 江津市

今岡工業㈱ 出雲市 ㈱豊洋 松江市 今岡工業㈱ 出雲市 大福工業㈱ 出雲市 昭和開発工業㈱ 出雲市 高橋建設㈱ 益田市 ㈱栗栖組 津和野町 高橋建設㈱ 益田市 ㈱佐々木建設 松江市

出雲土建㈱ 出雲市 山口建設㈱ 出雲市 出雲土建㈱ 出雲市 ㈱トガノ建設 出雲市 ㈱真幸土木 松江市 ㈱田中建設 安来市 江津土建㈱ 江津市 ㈱田中建設 安来市 山陰建設工業㈱ 出雲市

㈱都間土建 雲南市 ㈱都間土建 雲南市 ㈱豊洋 松江市 ㈱ホクト 松江市 ㈱常松土建 雲南市 ㈱佐々木建設 松江市 ㈱常松土建 雲南市 ㈱サンクラフト 浜田市

㈱原工務所 江津市 ㈱原工務所 江津市 ㈱増原産業建設 松江市 ㈱都間土建 雲南市 山陰建設工業㈱ 出雲市 ㈱都間土建 雲南市 松友建設㈱ 松江市

高橋建設㈱ 益田市 高橋建設㈱ 益田市 山口建設㈱ 出雲市 徳畑建設㈱ 隠岐の島町 ㈱サンクラフト 浜田市 徳畑建設㈱ 隠岐の島町 祥洋建設㈱ 浜田市

日発工業㈱ 松江市 日発工業㈱ 松江市 永井建設㈱ 江津市 松友建設㈱ 松江市 永井建設㈱ 江津市 昭和開発工業㈱ 出雲市

㈱毛利組 浜田市 ㈱毛利組 浜田市 ㈱中島建設 安来市 祥洋建設㈱ 浜田市 ㈱中筋組 出雲市 ㈱真幸土木 松江市

平井建設㈱ 安来市 平井建設㈱ 安来市 ㈱中筋組 出雲市 昭和開発工業㈱ 出雲市 日発工業㈱ 松江市 宍道湖建設㈱ 松江市

宮田建設工業㈱ 浜田市 宮田建設工業㈱ 浜田市 日発工業㈱ 松江市 ㈱真幸土木 松江市 ㈱野村組 益田市 ㈱ダイニ 出雲市

㈱常松土建 雲南市 ㈱常松土建 雲南市 ㈱野村組 益田市 宍道湖建設㈱ 松江市 パブリックロード㈱ 大田市 大福工業㈱ 出雲市

㈱野村組 益田市 ㈱野村組 益田市 ㈱ノリコー淞南ダイア 松江市 ㈱ダイニ 出雲市 ㈱原工務所 江津市 ㈱トガノ建設 出雲市

㈱中島建設 安来市 パブリックロード㈱ 大田市 大福工業㈱ 出雲市 ヒカワ工業㈱ 出雲市 ㈱豊洋 松江市

パブリックロード㈱ 太田市 ㈱原工務所 江津市 ㈱トガノ建設 出雲市 平井建設㈱ 安来市 ㈱ホクト 松江市

ヒカワ工業㈱ 出雲市 ヒカワ工業㈱ 出雲市 ㈱豊洋 松江市 ㈱フクダ 出雲市

第一建設㈱ 松江市 平井建設㈱ 安来市 ㈱ホクト 松江市 堀建設㈱ 津和野町

㈱田中建設 安来市 ㈱フクダ 出雲市 山口建設㈱ 出雲市 松江土建㈱ 松江市

㈱井上組 江津市 堀建設㈱ 津和野町 まるなか建設㈱ 松江市

㈱山本工務店 出雲市 松江土建㈱ 松江市 宮田建設工業㈱ 浜田市

まるなか建設㈱ 松江市 ㈱毛利組 浜田市

宮田建設工業㈱ 浜田市

㈱毛利組 浜田市

㈱三幸工務店 岡山市 ㈱コーザイ道路 倉敷市 中央建設㈱ 倉敷市 ㈱小田組 井原市 ㈱三幸工務店 岡山市 ㈱コーザイ道路 倉敷市 栄光テクノ㈱ 岡山市 アイサワ工業㈱ 岡山市 ㈱コーザイ道路 倉敷市 アイサワ工業㈱ 岡山市 ㈱コーザイ道路 倉敷市

蜂谷工業㈱ 岡山市 作東土木運送㈱ 美作市 栄光テクノ㈱ 岡山市 ㈱笹山工業 岡山市 蜂谷工業㈱ 岡山市 作東土木運送㈱ 美作市 中央建設㈱ 倉敷市 天野産業㈱ 笠岡市 坂田建設㈱ 津山市 天野産業㈱ 笠岡市 坂田建設㈱ 津山市

天野産業㈱ 笠岡市 ㈱ナイカイアーキット 倉敷市 中村建設㈱ 高梁市 ㈱藤原組 倉敷市 天野産業㈱ 笠岡市 ㈱ナイカイアーキット 倉敷市 中村建設㈱ 高梁市 ㈱荒木組 岡山市 作東土木運送㈱ 美作市 ㈱荒木組 岡山市 作東土木運送㈱ 美作市

㈱荒木組 岡山市 ㈱中山開発 岡山市 目黒建設㈱ 倉敷市 ㈱荒木組 岡山市 ㈱中山開発 岡山市 ㈱堀工務店 倉敷市 大森建設工業㈱ 岡山市 中央建設㈱ 倉敷市 大森建設工業㈱ 岡山市 中央建設㈱ 倉敷市

㈱大森工務店 倉敷市 ㈱吉田組 倉敷市 末沢建設㈱ 津山市 ㈱大森工務店 倉敷市 ㈱大森工務店 倉敷市 ㈱ナイカイアーキット 倉敷市 ㈱大森工務店 倉敷市 ㈱ナイカイアーキット 倉敷市

大森建設工業㈱ 岡山市 ㈱大都建設 岡山市 大森建設工業㈱ 岡山市 ㈱奥野組 岡山市 中村建設㈱ 高梁市 ㈱奥野組 岡山市 中村建設㈱ 高梁市

㈱奥野組 岡山市 ㈱シンケン 総社市 ㈱奥野組 岡山市 ㈱小田組 井原市 ㈱堀工務店 倉敷市 ㈱小田組 井原市 ㈱堀工務店 倉敷市

㈱竹内組 岡山市 ㈱カザケン 倉敷市 ㈱竹内組 岡山市 ㈱カザケン 倉敷市 ㈱カザケン 倉敷市

山陽ロード㈱ 津山市 山陽ロード工業㈱ 津山市 ㈱片山工務店 倉敷市 ㈱片山工務店 倉敷市

アイサワ工業㈱ 岡山県 ㈱笹山工業 岡山市 ㈱笹山工業 岡山市

㈱元浜組 瀬戸内市 ㈱三幸工務店 岡山市 ㈱三幸工務店 岡山市

三宅建設㈱ 倉敷市 山陽ロード工業㈱ 津山市 山陽ロード工業㈱ 津山市

㈱シンケン 総社市 ㈱シンケン 総社市

末沢建設㈱ 津山市 末沢建設㈱ 津山市

㈱大都建設 岡山市 ㈱大都建設 岡山市

㈱竹内組 岡山市 ㈱竹内組 岡山市

蜂谷工業㈱ 岡山市 蜂谷工業㈱ 岡山市

㈱藤原組 倉敷市 ㈱藤原組 倉敷市

三宅建設㈱ 倉敷市 三宅建設㈱ 倉敷市

目黒建設㈱ 倉敷市 目黒建設㈱ 倉敷市

㈱元浜組 瀬戸内市 ㈱元浜組 瀬戸内市

㈱村上興業 岡山市
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令和2年度（118社）

27社

26社

22社12社

令和3年度（80社）

25社

20社

7社



㈱伏光組 広島市 ㈱加島建設 庄原市 佐々田土建㈱ 府中市 東洋プラント㈱ 福山市 ㈱伏光組 広島市 占部建設工業㈱ 福山市 ㈱青木組 尾道市 アマノ企業㈱ 福山市 ㈱青木組 尾道市 アマノ企業㈱ 福山市 ㈱青木組 尾道市

極東興和㈱ 広島市 河井建設工業㈱ 広島市 ㈱大和エンジニヤリング 広島市 極東興和㈱ 広島市 ㈱加島建設 庄原市 佐々田土建㈱ 府中市 大津建設㈱ 三次市 占部建設工業㈱ 福山市 大津建設㈱ 三次市 占部建設工業㈱ 福山市

大之木建設㈱ 呉市 ㈱河崎組 広島市 レーンマーク工業㈱ 広島市 大之木建設㈱ 呉市 河井建設工業㈱ 広島市 ㈱大宝組 尾道市 ㈱大歳組 庄原市 ㈱加島建設 庄原市 ㈱大歳組 庄原市 ㈱加島建設 庄原市

山陽工業㈱ 広島市 ㈱京栄建設 広島市 ㈱青木組 尾道市 山陽工業㈱ 広島市 ㈱河崎組 広島市 ㈱大和エンジニヤリング 広島市 大之木建設㈱ 呉市 河井建設工業㈱ 広島市 大之木建設㈱ 呉市 河井建設工業㈱ 広島市

㈱加藤組 三次市 広成建設㈱ 広島市 ㈱大宝組 尾道市 加藤組㈱ 三次市 ㈱京栄建設 広島市 レーンマーク工業㈱ 広島市 格正建設㈱ 広島市 ㈱河崎組 広島市 格正建設㈱ 広島市 ㈱河崎組 広島市

洋伸建設㈱ 広島市 小林建設㈱ 庄原市 洋伸建設㈱ 広島市 広成建設㈱ 広島市 ㈱加藤組 三次市 ㈱京栄建設 広島市 ㈱加藤組 三次市 ㈱京栄建設 広島市

宮川興業㈱ 広島市 ㈱砂原組 広島市 宮川興業㈱ 広島市 小林建設㈱ 庄原市 極東興和㈱ 広島市 広成建設㈱ 広島市 極東興和㈱ 広島市 広成建設㈱ 広島市

㈱増岡組 広島市 錦建設㈱ 広島市 ㈱増岡組 広島市 ㈱砂原組 広島市 ㈱楠建 広島市 廣濱建設㈱ 安芸太田町 ㈱栗本 広島市 廣濱建設㈱ 安芸太田町

㈱鴻治組 広島市 広電建設㈱ 広島市 ㈱鴻治組 広島市 錦建設㈱ 広島市 ㈱栗本 広島市 佐々田土建㈱ 府中市 ㈱鴻治組 広島市 佐々田土建㈱ 府中市

山陽建設㈱ 三原市 三島産業㈱ 福山市 山陽建設㈱ 三原市 広電建設㈱ 広島市 ㈱鴻治組 広島市 ㈱砂原組 広島市 西城建設㈱ 庄原市 ㈱砂原組 広島市

宮田建設㈱ 庄原市 宮田建設㈱ 庄原市 三島産業㈱ 福山市 西城建設㈱ 庄原市 ㈱大和エンジニヤリング 広島市 山陽建設㈱ 三原市 ㈱大和エンジニヤリング 広島市

沼田建設㈱ 広島市 沼田建設㈱ 広島市 山陽建設㈱ 三原市 錦建設㈱ 広島市 山陽工業㈱ 広島市 錦建設㈱ 広島市

㈱大歳組 庄原市 ㈱大歳組 庄原市 山陽工業㈱ 広島市 広電建設㈱ 広島市 ㈱サンヨー 三次市 広電建設㈱ 広島市

㈱栗本 広島市 ㈱栗本 広島市 ㈱サンヨー 三次市 三島産業㈱ 福山市 大栄重機㈱ 三次市 三島産業㈱ 福山市

アマノ企業㈱ 福山市 アマノ企業㈱ 福山市 大栄重機㈱ 三次市 レーンマーク工業㈱ 広島市 ㈱竹下建設 安芸太田町 レーンマーク工業㈱ 広島市

肥海建設㈱ 広島市 肥海建設㈱ 広島市 ㈱竹下建設 安芸太田町 日本ロードテック㈱ 広島市

㈱サンヨー 三次市 ㈱サンヨー 三次市 ㈱田中組 尾道市 沼田建設㈱ 広島市

大栄重機㈱ 三次市 大栄重機㈱ 三次市 日本ロードテック㈱ 広島市 肥海建設㈱ 広島市

ワールド建設㈱ 広島市 ワールド建設㈱ 広島市 沼田建設㈱ 広島市 ㈱福永建設工業 広島市

大津建設㈱ 三次市 大津建設㈱ 三次市 肥海建設㈱ 広島市 富士建設㈱ 福山市

㈱楠建 広島市 ㈱楠建 広島市 ㈱福永建設工業 広島市 ㈱伏光組 広島市

日本ロードテック㈱ 広島市 日本ロードテック㈱ 広島市 富士建設㈱ 福山市 ㈱増岡組 広島市

㈱福永建設工業 広島市 ㈱福永建設工業 広島市 ㈱伏光組 広島市 宮川興業㈱ 広島市

格正建設㈱ 広島市 ㈱増岡組 広島市 宮田建設㈱ 庄原市

西城建設㈱ 庄原市 宮川興業㈱ 広島市 洋伸建設㈱ 広島市

富士建設㈱ 福山市 宮田建設㈱ 庄原市 ワールド建設㈱ 広島市

洋伸建設㈱ 広島市 ㈱田村建設 広島市

ワールド建設㈱ 広島市

洋林建設㈱ 周南市 石山建設㈱ 山口市 山口道路興業㈱ 防府市 洋林建設㈱ 周南市 石山建設㈱ 山口市 時盛建設㈱ 光市 秋山建設㈱ 美祢市 石山建設㈱ 山口市 秋山建設㈱ 美祢市 石山建設㈱ 山口市

井森工業㈱ 柳井市 ㈱技工団 山口市 ユタカ工業㈱ 周防大島町 井森工業㈱ 柳井市 ㈱技工団 山口市 山口道路興業㈱ 防府市 安藤建設㈱ 長門市 ㈱技工団 山口市 安藤建設㈱ 長門市 ㈱技工団 山口市

宇部工業㈱ 宇部市 熊野舗道工業㈱ 山口市 宇部工業㈱ 宇部市 熊野舗道工業㈱ 山口市 ユタカ工業㈱ 周防大島町 ㈱井原組 山口市 熊野舗道工業㈱ 山口市 ㈱井原組 山口市 熊野舗道工業㈱ 山口市

勝井建設㈱ 岩国市 ㈱コプロス 下関市 勝井建設㈱ 岩国市 ㈱コプロス 下関市 井森工業㈱ 柳井市 ㈱コプロス 下関市 井森工業㈱ 柳井市 ㈱コプロス 下関市

澤田建設㈱ 防府市 シマダ㈱ 山口市 澤田建設㈱ 防府市 山交安全㈱ 山口市 宇部工業㈱ 宇部市 シマダ㈱ 山口市 宇部工業㈱ 宇部市 シマダ㈱ 山口市

協和建設工業㈱ 萩市 新光産業㈱ 宇部市 協和建設工業㈱ 萩市 シマダ㈱ 山口市 勝井建設㈱ 岩国市 新光産業㈱ 宇部市 勝井建設㈱ 岩国市 新光産業㈱ 宇部市

㈱ガンシン 岩国市 成長建設㈱ 防府市 ㈱ガンシン 岩国市 新光産業㈱ 宇部市 ㈱川畑建設 光市 成長建設㈱ 防府市 ㈱川畑建設 光市 成長建設㈱ 防府市

㈱ミヤベ 岩国市 大栄建設㈱ 宇部市 ㈱ミヤベ 岩国市 成長建設㈱ 防府市 ㈱ガンシン 岩国市 大栄建設㈱ 宇部市 ㈱ガンシン 岩国市 大栄建設㈱ 宇部市

秋山建設㈱ 美祢市 日立建設㈱ 宇部市 秋山建設㈱ 美弥市 大栄建設㈱ 宇部市 協和建設工業㈱ 萩市 日立建設㈱ 宇部市 協和建設工業㈱ 萩市 日立建設㈱ 宇部市

山陽建設工業㈱ 防府市 藤本工業㈱ 防府市 山陽建設工業㈱ 防府市 日立建設㈱ 宇部市 澤田建設㈱ 防府市 藤本工業㈱ 防府市 澤田建設㈱ 防府市 藤本工業㈱ 防府市

㈱井原組 山口市 ㈱井原組 山口市 藤本工業㈱ 防府市 ㈱サンスパック 下関市 山口道路興業㈱ 防府市 ㈱サンスパック 下関市 山口道路興業㈱ 防府市

安藤建設㈱ 長門市 安藤建設㈱ 長門市 山陽建設工業㈱ 防府市 ユタカ工業㈱ 周防大島町 山陽建設工業㈱ 防府市 ユタカ工業㈱ 周防大島町

㈱高須組 周南市 ㈱高須組 周南市 成建工業㈱ 宇部市 成建工業㈱ 宇部市 日栄興業㈱ 岩国市

㈲ジェイ・ロード 山口市 ㈱サンスパック 下関市 ㈱高須組 周南市 ㈱高須組 周南市

㈱ミヤベ 岩国市 ㈱ミヤベ 岩国市

洋林建設㈱ 周南市 洋林建設㈱ 周南市
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