
1 本店等 アイケイ商事㈱ 香取市虫幡９４２番地
2 支店等 浅野電設㈱　佐原営業所 香取市佐原ロ２１６４番地２
3 本店等 明日香電設（株） 香取市小見１２６番地４
4 本店等 石井工業㈱ 香取市北二丁目６番３
5 本店等 ㈱石毛ハウジング 香取市桐谷７４４番地８
6 本店等 ㈲石田建設 香取市新里５２９番地
7 本店等 ㈱石橋園 香取市大倉５２３４番地１
8 本店等 石橋産業㈱ 香取市野田６９番地
9 本店等 ㈲井上防災工事 香取市佐原ホ１４０番地
10 本店等 ㈲岩立工業 香取市神生１１２７番地
11 本店等 エヌエス工業㈱ 香取市北３丁目１２番地１０
12 本店等 エム・ケイ・エンジニアリング㈱ 香取市小見川５４０５番地の３
13 本店等 ㈱小川工業 香取市佐原イ３４９２番地
14 支店等 ㈱鹿島冷熱　小見川営業所 香取市小見川５５８３番地２
15 本店等 片野建設㈱ 香取市与倉９１７番地
16 本店等 金井工業㈱ 香取市仁良５００番地
17 本店等 ㈱カノウヤ 香取市佐原イ３３８９番地
18 本店等 ㈲川口建設 香取市長岡１０６番地の２
19 本店等 ㈲木内建設 香取市増田５００番地の１
20 本店等 ㈲木内重機 香取市桐谷４４３番地
21 本店等 木内土木㈱ 香取市新里９０７番地
22 本店等 協和建設工業㈱ 香取市大倉５３６４番地１
23 本店等 クボキ水工㈱ 香取市牧野２０１３番地
24 本店等 クリモト総業㈱ 香取市岩部３２０５番地１
25 本店等 黒田建設㈲ 香取市返田７３６番地
26 本店等 ㈱宏榮 香取市八筋川３１４９番地
27 本店等 斎藤工業㈱ 香取市大戸１６８３番地
28 本店等 ㈱笹本土建 香取市佐原ニ５０３２番地
29 本店等 ㈱三興組 香取市佐原ロ２０２８番地７２
30 本店等 三孝建設工業㈱ 香取市佐原イ２５９７番地
31 本店等 ㈱サンライト建設 香取市観音７７１番地９
32 本店等 ㈲七五三建設 香取市野田１９１２番地
33 支店等 常総開発工業㈱　佐原支店 香取市佐原ロ２０９７番地の１４１
34 本店等 白鳥石材㈱ 香取市佐原イ１７２２番地
35 本店等 ㈲伸栄建設 香取市助沢６１９番地
36 本店等 ㈱信光電設 香取市観音１０３番地
37 本店等 ㈱水郷電機 香取市小見川７５０番地
38 本店等 ㈱水郷電設 香取市大根６１７番地５
39 本店等 菅谷建設㈱ 香取市府馬５１２０番地
40 本店等 ㈱鈴木組 香取市佐原イ２５８７番地１
41 本店等 ㈱鈴木産業 香取市一ノ分目１１７５番地
42 本店等 ㈱鈴徳 香取市九美上１２番地
43 本店等 ㈱砂原電気工業所 香取市佐原ロ２１２２番地４７
44 本店等 ㈲誠正土木 香取市上小堀１２５３番地
45 本店等 ㈱関本電工 香取市市和田２３５番地の２
46 本店等 大真建設㈱ 香取市北二丁目２番地１
47 本店等 太成興業㈱ 香取市扇島２１８６番地
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48 本店等 ㈱大電テクニカ 香取市北二丁目３番地４
49 本店等 高岡電気㈱ 香取市観音７６７番地１
50 本店等 ㈲タカオカ電気 香取市仁良４５６番地
51 本店等 ㈲高木建設 香取市府馬３２０２番地の２
52 本店等 高木工務店㈱ 香取市大根７６０番地
53 本店等 高須建設㈱ 香取市野田３４１番地の２
54 本店等 ㈱高誠 香取市佐原二６５７９番地１
55 本店等 ㈲竹蓋建設 香取市鳩山５８１番地１３
56 本店等 田村産業㈱ 香取市小見川５６２３番地の２
57 本店等 ㈱ちば工管 香取市一ノ分目１２０７番地１
58 本店等 東総開発工業㈱ 香取市小見９６１番地
59 本店等 利根開発機工㈱ 香取市一ノ分目８００番地
60 本店等 永井建設㈱ 香取市津宮２２７５番地２
61 本店等 ㈱中野工務店 香取市北１丁目８番地１５
62 本店等 ㈲永野電気 香取市森戸２８５番地
63 本店等 ㈱ナルミ不動産 香取市津宮５０９番地
64 本店等 ㈱西宮建設 香取市本郷１２２番地
65 本店等 ㈱林組 香取市篠原ロ１４２６番地の１
66 支店等 平山電機㈱　佐原支店 香取市岩ケ崎台１５番地７号
67 本店等 ㈲藤原製畳所 香取市津宮５１２番地
68 支店等 文化シヤッター㈱　佐原営業所 香取市佐原ロ２１６５番地１
69 本店等 北総産業㈱ 香取市鳩山５３５番地の１
70 本店等 ㈱北部石材工業 香取市佐原イ１１８２番地
71 本店等 前田建設㈱ 香取市府馬２９５７番地の１
72 本店等 マックス 香取市北２丁目４番地７
73 本店等 まるだい土木㈱ 香取市寺内３８１番地
74 本店等 三友建設㈱ 香取市堀之内１番地の１
75 本店等 室田建設㈱ 香取市扇島６６番地の１
76 本店等 ㈲山本造園 香取市牧野２９４７番地２０
77 本店等 横川電機㈱ 香取市佐原イ８４番地
78 本店等 ㈱林成 香取市篠原ロ３２２９番地
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