
事業所名 所 在 地

㈲ガンバ保険サービス 国立市富士見台２－１４－２

㈲カトーエンタープライズ 昭島市朝日町５－９－１８

東京建設職能国民健康保険組合 新宿区市谷田町２－２６

東京ガスライフバル南多摩㈱ 多摩市鶴巻１－２６－３

㈲アスカ設備工業 日野市旭が丘１－２０－５１

㈱小野建設工業 日野市旭が丘２－１０－３

㈱幸苑 日野市旭が丘２－２９－１５

㈲一幸苑 日野市旭が丘２－２９－４０

共同緑地㈱ 日野市旭が丘２－３１－２３

国際測地㈱ 日野市旭が丘２－５－４

多摩電気工事㈱ 日野市旭が丘３－１－１０

㈱明光電設 日野市旭が丘３－３－３２

㈱ＤＡＩ 日野市旭が丘５－１５－２１

多摩ホームペイント㈱ 日野市旭が丘５－１５－６

㈱ケープラント 日野市旭が丘５－１７－１０

千秋工業 日野市旭が丘５－５－１８

㈱ペイントワークス 日野市旭が丘６－１－６

池谷電機 日野市旭が丘６－５－６

タイコーエンジニアリング㈲ 日野市旭が丘６－７－１

㈱イービーエム 日野市旭が丘６－７－１

㈱加藤鉄建 日野市栄町１－２１－１４

㈱日野工設 日野市栄町２－１９－２８

㈲綾苑 日野市栄町２－１９－８

㈱天野工務店 日野市栄町２－３０－１２

㈲天野鉄工所 日野市栄町２－３０－８

櫻井設備 日野市栄町２－５－６６

㈲日野佐藤電気商会 日野市栄町４－１２－５

㈲マイホームパートナー 日野市栄町５－１１－１５

㈲谷合工務店 日野市宮２７７

㈱高幡ホーム 日野市高幡１００５－８

㈱インテリア・タマ 日野市高幡１００６－１

㈱大同ポリマー 日野市高幡１００９－７

㈱安藤設備 日野市高幡１０２３－８

㈱フジワラ 日野市高幡１０３０－１６

ウエストホーム㈱ 日野市高幡１１

㈱ミネギシ 日野市高幡１５－１２

㈱日東鑿井工業所 日野市高幡１５９

㈱テンパル多摩販売 日野市高幡４７５－８



村尾板金　日野店 日野市高幡５６６－６７－２Ｆ

㈲堀辺建材店 日野市高幡６０９

合同会社　松永商事 日野市高幡６７３－２

ディー・ワークス㈱ 日野市三沢１－１９－２

りほーむの友㈱ 日野市三沢１－２０－１４

桜建設㈱ 日野市三沢２－１８－３

カラーテクア㈱ 日野市三沢３－２－１３

新栄重機土木㈱ 日野市三沢３－２２－１１

㈲不動計画 日野市上田１７０－９

㈱斎武技建 日野市上田２１９－９

小林建築店 日野市上田３９０－７

ＢＵＩＬＤＥＲ 日野市上田４８７－５

㈱エステリア 日野市新井２－１４－１

マーベラス 日野市新井３７０－１－２２８

㈲盟成 日野市新井３－７－１１

㈲遠藤電設 日野市新井８４２－３

㈲アクアサービス 日野市新町１－１３－４－４０４

㈲東海サービス 日野市新町１－１６－２９

伸緑苑 日野市新町１－２６－６

㈲高山塗装 日野市新町１－５－８

多摩プランニング㈲ 日野市新町１－６－７

㈱三晃テクニカ 日野市新町２－１３－３

㈱滝沢建設 日野市新町４－２６－１１

名取電設 日野市新町５－１０－３１

㈱成光広告 日野市神明２－１２－１７

㈲黒田建設工業 日野市神明３－５－３１

㈱日野測量社 日野市神明３－７－１９

タカラシンコー㈱ 日野市神明４－１８－１１

秀峰建設㈱ 日野市神明４－２２－１

㈱キタダデザイン研究所 日野市神明４－２２－６

㈲山口電気商会 日野市西平山１－３０－２４

㈱若松屋 日野市西平山２－９－２１

さきやま造園 日野市西平山５－２６－１２

㈲アイ・エヌ・ジー工業 日野市西平山５－３０－１７

㈱濱新中 日野市西平山５－３０－４８

㈱ヨシマサ工務店 日野市西平山５－４４－１３

㈱小室鉄建 日野市西平山５－４６－６

土方表具店 日野市石田１－２７－２

浅川環境テクノロジー㈱ 日野市石田１－７－４－２６



Ｌｙｓ 日野市石田２－２－２５

㈲森田工業 日野市石田４２９－１７

ヒサジマ住宅設備 日野市石田４３１－１８

庭善 日野市石田４３３－２９

宮島通建 日野市石田４３３－３６

大真サービス 日野市石田４４１－３３

㈲山本タイル工業 日野市川辺堀之内１０－１

㈱多摩中央電設 日野市川辺堀之内１３６－２

総合建設ＮＩＮＯＭＩＹＡ 日野市川辺堀之内４０－２

エアテクノサービス 日野市川辺堀之内４９３－１

㈲普門園 日野市多摩平１－１０

㈱大木不動産 日野市多摩平１－２－１

㈱信誠ハウジング 日野市多摩平１－２－３

クラウン警備㈱ 日野市多摩平１－４－１１

㈲西沢表具店 日野市多摩平２－２－４

㈱ア・エスパシオ 日野市多摩平２－９－１

㈲日野電気工事 日野市多摩平３－１８－２

トータルハウスメーキング 日野市多摩平３－３１－２２

㈱張替 日野市多摩平５－１０－６

有本塗色 日野市多摩平５－１６－１６

㈱長田工務店 日野市多摩平５－５－５

㈱伊藤電機 日野市多摩平５－９－５

吉田造園 日野市多摩平６－１２－８

ＮＫ空間デザイン㈱ 日野市多摩平６－２－９

武石設備工業 日野市多摩平６－３０－８

伊藤博文左官 日野市多摩平７－１６－１６

多摩平電気管理事務所 日野市多摩平７－２０－５

スワン商会 日野市多摩平７－３－３７

多摩住宅保全㈱ 日野市多摩平７－５－１

㈱美多摩サービス社 日野市多摩平７－５－３

三栄建設㈲ 日野市多摩平７－５－８

一級建築士事務所ＣＯＣＯＯＮ設計室 日野市大坂上１－２９－１

TownFactory一級建築士事務所 日野市大坂上１－２９－１－２Ｆ

㈱大蔵地所住販 日野市大坂上１－３０－１６

㈱スタッド 日野市大坂上１－３２－５

薩摩建設㈱ 日野市大坂上２－１０－１９

山田設備工業㈱ 日野市大坂上２－２－７

真野設備工業㈱ 日野市大坂上４－６－６

TIDAFIKA WOODSTUDIO Tokyo 日野市大字上田４７２－１



松沢電設 日野市程久保１－２６－１９

中央ベックス㈱ 日野市程久保２－１１－２４

ネクスト誠㈱ 日野市程久保２－１４－１

㈲ヒュイット 日野市程久保５－１８－６

伊藤硝子 日野市程久保８－１１－１

㈱ティーダ 日野市程久保８－１－２２

㈱ＰＬＡＬＡ 日野市程久保８－４９－１

㈲ゼネラル防水工業 日野市程久保８－８－１６

大幸 日野市程久保８９５

松儀左官工業 日野市東平山２－１０－８０

㈲山田設備 日野市東平山２－２８－７

㈲ワカナ設計 日野市東平山２－３１－５

わかば工房 日野市東平山３－１８－２７

㈱三幸建設 日野市東豊田１－２０－１

インテリア大久保 日野市東豊田１－５３－１９

㈱大舘工務 日野市東豊田２－２８－６

㈲渡辺管工 日野市東豊田２－３３－１２

進弘電気工事㈲ 日野市東豊田２－７－４

大久保畳店 日野市東豊田３－１－１

㈲タカデン 日野市東豊田３－１－３６

㈱ＳＳ-Ｓｔｙｌｅ 日野市東豊田３－２４－５

髙垣硝子店 日野市東豊田３－５－４

㈱建友 日野市東豊田３－８－４

㈲青木工業所 日野市東豊田３－８－４－２０２

多摩機電㈱ 日野市東豊田４－１１－７

関東総合設備工事㈱ 日野市東豊田４－２０－２２

㈱協栄土木設備 日野市東豊田４－２０－４

㈱矢内工務店 日野市東豊田４－２０－６

オフィス山崎 日野市東豊田４－２７－８

㈱まるよし 日野市東豊田４－３３－１

大須賀土建㈲ 日野市南平１－３９－７

宮沢　忠吉 日野市南平２－４５－４

ｒｅ；ｐａｉｒ多摩 日野市南平２－５９－１０３

渡辺瓦店　日野店 日野市南平２－６７－１２

㈲千葉フロント 日野市南平２－８－９

㈲タマケアビジネス 日野市南平３－１９－３

悠工業 日野市南平３－２－２９

Ｋライフ 日野市南平３－８－２８

㈲伊藤組 日野市南平４－１２－３



土方建材㈱ 日野市南平４－１－８

コーシンサービス㈲ 日野市南平４－４０－７

㈲ティーアールテクニカル 日野市南平４－４５－７

㈱Ｔ・Ｈ・Ｍ 日野市南平５－１０－５５

福本電気 日野市南平５－２０－６

安田建設㈱ 日野市南平５－２５－１０

㈱谷井 日野市南平５－７－４

㈱敏栄工務店 日野市南平６－１－１１

㈱創工 日野市南平６－２４－１８

㈲京ハウス 日野市南平６－２５－５

㈱ハッピーホーム 日野市南平７－１８－５４

権太電設 日野市南平７－２２－３８

㈲本田建設 日野市南平８－１２－６９

㈱守重建設 日野市南平８－５－１７

海福空調㈱ 日野市南平９－１５－２

㈲ネクストワン 日野市南平９－２９－１０

㈲鳥井興業 日野市南平９－３３－５７

㈲三多摩造園 日野市南平９－３４－２

Ｋ.ｈｏｍｅ 日野市南平９－３９－７

㈲ミヨシ測量開発設計事務所 日野市南平９－４３－１９

㈱秀永通信 日野市日野１０８５

西野土建㈲ 日野市日野１２７８－１

㈱今一 日野市日野１４２９

㈲遊設計 日野市日野１４３９－４

中島瓦店 日野市日野１４９６－２

㈱環境管理センター　技術センターにおい・かおりＬａｂ日野市日野３０４－９

㈲オオノ工業 日野市日野３２０－５４

㈲一瀬カッティング興業 日野市日野４７５－１

大渕工業 日野市日野４８５

㈲日興美装 日野市日野６２２

㈲ホームメンテナンス溝呂木 日野市日野６２２

芦沢製疊㈲ 日野市日野６２９

㈱サダヤマ 日野市日野７７５９－１１

㈲イズミ技建 日野市日野７７７３－５２６

日電エアコン㈱ 日野市日野７７７３－５８１

㈱丸建 日野市日野７７７３－９１３

㈱日本住設 日野市日野７７７４－５７

㈲森田石材 日野市日野８４４－８

㈱デイテック 日野市日野９０２



㈲小島設備工業所 日野市日野台１－１５－２４

日野コヌタ塗装店 日野市日野台１－２３－８

㈲オリオン企画 日野市日野台２－１１－９

㈲造形意匠雄 日野市日野台２－１２－３

㈲システム二十一 日野市日野台２－１５－４

㈲大野住宅設備 日野市日野台２－１６－１２

㈱三和塗建 日野市日野台２－３７－１４

吉田二級建築士事務所 日野市日野台２－３８－３６

落合工務店 日野市日野台４－１３－１

㈱コタニホームズ 日野市日野台４－２２－１

北島宏之 日野市日野台４－７－４

㈲原塗装 日野市日野台５－１６－５

半澤畳店 日野市日野台５－５－８

落合塗装 日野市日野本町１－１４－８

㈱マルセ 日野市日野本町２－１５－１６

㈲正幸園 日野市日野本町２－１８－１３

㈱北島興業リサイクル 日野市日野本町３－１２－３

㈲ダイシン建築企画 日野市日野本町３－１２－５

㈲タムラ建材 日野市日野本町３－７－１３

㈱鈴木瓦店本店 日野市日野本町４－１７－９

㈱新興 日野市日野本町４－２－２８

㈱エターナルマウント 日野市日野本町５－１４－４

本田建工 日野市日野本町５－３０－１３

㈲エムサス 日野市日野本町５－５－１

近藤工業 日野市日野本町６－１－３

㈱高木電設 日野市日野本町６－５－１２

㈲日野住宅設備 日野市日野本町６－６－７２

㈲エトバスノイエス 日野市日野本町６－９－１

ＫＹＳ企画 日野市百草１０４２－６９

㈲小林住建 日野市百草１２４８－１５

㈱大塚設備 日野市百草２０２７

㈲室岡工務店 日野市百草２２２－６

㈲横倉建材店 日野市百草２７１－１

㈱菊屋住宅設備 日野市百草２９６

㈲ケイディワークス 日野市百草５１６－２

㈱田中電気商会 日野市百草７９３

㈱エイトプランニング 日野市富士町１－３１

ＣＪトラスト㈱ 日野市富士町１－３１

株式会社オーパスワン 日野市平山２－１－８－４３



一級建築士事務所　杢和設計 日野市平山２－１－８－４６

㈲水煙社 日野市平山３－１－１１

遠藤写真事務所 日野市平山３－１－１５

㈱セキュリティハウス西東京 日野市平山３－４３－８

㈱秋間ボーリング商会 日野市平山４－１３－２４

サイキ 日野市平山４－１８－１

阿川ボーリング 日野市平山５－１９－１

㈲平山企画 日野市平山５－１９－４

㈲サンステム 日野市平山５－２１－１

㈱輝ららコーポレーション 日野市平山５－２１－５

もようがえ本舗 日野市平山６－２５－１４

亀山技術士事務所 日野市平山６－２８－６

新生工業 日野市平山６－５０－３９

秋山造園㈲ 日野市平山６－６－１９

㈱ＢＩＧ　ＢＡＳＩＳ 日野市平山６－８－３０－１０１

ＶＡＤＯ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｆｆｉｃｅ 日野市豊田２－２９－３

㈲岩田建設 日野市豊田２－４８－１

㈲東京メンテナンス 日野市豊田３－２３－１５

寺田　公普 日野市豊田３－３１－３９

㈲村野電気商会 日野市豊田３－３２－５

金沢屋 日野豊田店 日野市豊田３－３９－１５

行政書士法人ストレート 日野市豊田３－４０－３

上田社会保険労務士事務所 日野市豊田３－４０－３

シカマ電設工業 日野市豊田４－２３－８

㈱アイ・エステート 日野市豊田４－３３－１３

雄信電気通信㈱ 日野市豊田４－４６－７７

山口造園 日野市万願寺１－１７－２６

㈱三翔設備工業 日野市万願寺１－２４－３

㈱ＳＵＧＡＲＳ 日野市万願寺１－３－１

㈱七彩 日野市万願寺１－５－１０

㈲川久保建業 日野市万願寺２－１－１１

加賀谷塗装 日野市万願寺２－２３－４

佐藤工務店 日野市万願寺２－２７－２２

㈲古川電設工業 日野市万願寺２－２９－２６

ツルミ重機サービス 日野市万願寺２－３０－３

㈱森竹電設 日野市万願寺２－３４－１

㈱ＧＲＯＷ 日野市万願寺２－３４－２

㈲村上設計 日野市万願寺３－２６－６

㈲山口住宅資材 日野市万願寺３－３－６



㈲金子土建 日野市万願寺３－４２－６

藤和通信工業㈱ 日野市万願寺３－４９－８

㈱地盤調査事務所 日野市万願寺３－５０－８

㈱Ｔ．Ｅワークス 日野市万願寺３－５２－１０

㈱生沼組 日野市万願寺４－１２－１０

㈱エコライズ 日野市万願寺４－２－２

㈱日野衛生公社 日野市万願寺４－２４－７

㈱西川工業所　日野支店 日野市万願寺５－４－６

㈱武田板金工業 日野市万願寺５－５－１

とも工業 日野市万願寺５－６－８

㈱テム研究所 日野市万願寺５－７－２

㈲アベル 日野市万願寺６－１１－２３

石井木材工業 日野市万願寺６－４０－１７

㈲谷工務店 日野市万願寺６－４０－７

㈱奏和園 日野市落川１０７３－１

㈱瀧澤企画 日野市落川１０９４－４

㈲都市調査測量 日野市落川１２－１７

冨田電気商会 日野市落川２００１－６

藤田経師店 日野市落川４－５

エンジュの木 日野市落川４６７－２

㈱横井工務店 日野市落川５０７－３

㈲大平電気 日野市落川６７

㈲ブリックベース 日野市落川８２１－１

㈲百草土建 日野市落川８５１

㈱百草造園 日野市落川９６

ジブラルタ生命㈱八王子営業所 八王子市旭町１０－３

㈱カシマ 八王子市高倉町２３－１９

㈱南多摩通信 八王子市高倉町５４－３

行政書士　藤沼法務事務所 八王子市三崎町５－１６－７２０

和田畳店 八王子市小宮町１１９０

ｎｅｘｔ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 八王子市石川町１４０６－１１

㈲オカモト 八王子市石川町１５７－４

㈲ティエスサービス 八王子市石川町２０４５－１

㈱アルプス 八王子市東中野１００－６

大和ハウス工業㈱東京西支社 八王子市南大沢１－８－２


