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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
a0000103 〒516-0007 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
株式会社アックス三重 三重県伊勢市小木町５７番地１
代表取締役　石川雄一郎

TEL 0596-72-8990 /FAX 0596-72-8991
a0002366 〒460-0002 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社ＩＨＩインフラ建設 愛知県名古屋市中区丸の内１－１クリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,塗装工事,水道施設工
中部支店 ６－４ 事
支店長　牧野俊也

TEL 052-253-5734 /FAX 052-253-5743
a0003708 〒450-0003 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
株式会社ＩＨＩインフラシステ 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁鋼橋上部工,水道施設工事
ム　中部営業所 目２４番２０号
所長　大野智史

TEL 052-571-3703 /FAX 052-571-9705
a0002191 〒101-0021 電気工事,機械器具設置工事
株式会社ＩＨＩ原動機 東京都千代田区外神田二丁目１４
代表取締役　赤松真生 番５号

TEL 03-4366-1200 /FAX 03-4366-1300
a0005638 〒511-0901 塗装工事
ＩＮ塗装工業株式会社 三重県桑名市筒尾２丁目１３－４
代表取締役　水谷勇雄

TEL 0594-31-7228 /FAX 0594-41-2030
a0007031 〒485-0078 建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート
株式会社アイギス 愛知県小牧市西島町１０６番地 工事,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造
代表取締役　奥村政一 物工事,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内

装仕上工事,熱絶縁工事,建具工事,解体工事
TEL 0568-55-3415 /FAX 0568-55-4029

a0002770 〒510-0886 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社アイコー 三重県四日市市日永東３－１６－クリート工事,法面処理,塗装工事,解体工事
代表取締役　加藤輝男 ３２

TEL 059-348-1105 /FAX 059-348-1106
a0003540 〒460-0003 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
アイサワ工業株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中区錦１丁目２０び・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅん
支店 番２５号 せつ工事,水道施設工事
取締役支店長　米田友亮

TEL 052-218-2131 /FAX 052-218-2133
a0007006 〒448-8525 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
アイシン開発株式会社 愛知県刈谷市相生町３丁目３番地管工事,ほ装工事,造園工事
代表取締役　前沼聡

TEL 0566-27-8700 /FAX 0566-24-3159
a0000488 〒460-0007 電気工事,鋼構造物工事,塗装工事,内装仕上工事
株式会社アイセイ社 愛知県名古屋市中区新栄２－３６
代表取締役社長　辻雅人 －２７

TEL 052-263-6358 /FAX 052-263-6375
a0006525 〒483-8104 建築一式工事
株式会社アイチケン 愛知県江南市力長町大当寺１２８
代表取締役　井上小百合 番地

TEL 0587-55-1000 /FAX 0587-56-0088
a0000496 〒491-0143 機械器具設置工事
愛知小型エレベーター製造株式 愛知県一宮市浅井町大野字郷中２
会社 番地の１
代表取締役　林嘉助

TEL 0586-51-1105 /FAX 0586-51-1164
a0003155 〒456-0054 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事
愛知時計電機株式会社　名古屋 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目
支店 ２番７０号
支店長　日比野宏紀

TEL 052-661-5857 /FAX 052-661-5842
a0003575 〒530-0001 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
アイテック株式会社 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,電気通信工事,水道施設工
代表取締役　前田幸治 番１号　大阪梅田ツインタワーズ事,消防施設工事,解体工事

・サウス
TEL 06-6346-0036 /FAX 06-6346-0038
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a0007284 〒510-0954 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,塗装
株式会社アイテス 三重県四日市市釆女町１８８０番工事
代表取締役　山中正美 地の１

TEL 059-347-7555 /FAX 059-347-7556
a0002386 〒510-0066 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
アイトム建設株式会社 三重県四日市市南浜田町４－１ ほ装工事,水道施設工事
代表取締役　山下哲史

TEL 059-355-6000 /FAX 059-355-6011
a0007240 〒542-0081 電気通信工事
アイネット・システムズ株式会 大阪府大阪市中央区南船場二丁目
社 ９番８号
代表取締役　牧山哲見

TEL 06-6121-4120 /FAX 06-6282-1762
a0007257 〒461-0004 電気工事
株式会社アイネクション 愛知県名古屋市東区葵一丁目２６
代表取締役　白川智基 番８号

TEL 052-253-5414 /FAX 052-253-5145
a0006444 〒518-0822 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,管
アイビーエー株式会社 三重県伊賀市問屋町１１－２ 工事
代表取締役　和田満

TEL 0595-26-3332 /FAX 0595-26-3340
a0003199 〒519-0609 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,消防施設工
株式会社アイフク・テック 三重県伊勢市二見町茶屋３３５－事
代表取締役　阿形幸信 １

TEL 0596-42-1810 /FAX 0596-42-1609
a0001320 〒510-0201 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,ガラ
株式会社葵 三重県鈴鹿市稲生町７８１１－１ス工事,塗装工事,内装仕上工事,建具工事
代表取締役　樋口勝幸

TEL 059-380-6555 /FAX 059-368-3344
a0002648 〒510-8114 土木一式工事,建築一式工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせ
青木あすなろ建設株式会社　三 三重県三重郡川越町大字亀崎新田つ工事,水道施設工事
重営業所 字里中１５－１
所長　黒栁大輔

TEL 059-329-5118 /FAX 059-329-5119
a0005953 〒570-0074 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
青野スポーツ施設株式会社 大阪府守口市文園町５－１９ 工事
代表取締役　青野幸三

TEL 06-6992-4018 /FAX 06-6993-6439
a0002772 〒460-0003 土木一式工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事
あおみ建設株式会社　名古屋支 愛知県名古屋市中区錦二丁目５番
店 １２号
支店長　安西俊直

TEL 052-229-8261 /FAX 052-229-8265
a0005501 〒515-0078 電気工事,消防施設工事
青山電気株式会社 三重県松阪市春日町２－１０
代表取締役　青山竜也

TEL 0598-21-2929 /FAX 0598-21-2942
a0000132 〒103-0004 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,水道施設工
昱株式会社 東京都中央区東日本橋３丁目３番事
代表取締役　中川崇 １１号

TEL 03-3663-2281 /FAX 03-3664-5547
a0003069 〒510-0086 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
昱耕機株式会社　三重営業所 三重県四日市市諏訪栄町１番１号
所長　泉谷大輔

TEL 059-328-5018 /FAX 059-328-5019
a0005403 〒439-0022 機械器具設置工事,水道施設工事
アクアインテック株式会社　本 静岡県菊川市東横地３３１１番地
社 １
代表取締役　八本功

TEL 0537-25-7540 /FAX 0537-25-7541
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a0004351 〒634-0816 土木一式工事,電気工事,管工事,しゅんせつ工事,機械器具設置
アクアソリューション株式会社 奈良県橿原市慈明寺町２０３－８工事,清掃施設工事
代表取締役　尾田肇睦

TEL 0744-22-3449 /FAX 0744-25-7711
a0007198 〒519-0503 塗装工事,防水工事
株式会社アクアテクト 三重県伊勢市小俣町元町１５２３
代表取締役　松田一真

TEL 0596-65-5068 /FAX 0596-65-5069
a0006593 〒510-0104 土木一式工事,鋼構造物工事,塗装工事,機械器具設置工事,水道
アクアドック株式会社 三重県四日市市楠町南五味塚８３施設工事
代表取締役　佐脇敏晴 １番地１階

TEL 059-337-9101 /FAX 059-337-9102
a0006409 〒515-2103 電気通信工事
有限会社アクセスゲート 三重県松阪市笠松町７６０番地４
代表取締役　伊藤壮

TEL 0598-56-1190 /FAX 0598-56-1191
a0006965 〒510-0012 電気工事
アクトシステム株式会社 三重県四日市市大字羽津字里之北
代表取締役　平田隆幸 乙１０１４番地１

TEL 059-373-7747 /FAX 059-373-7748
a0003481 〒542-0083 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社淺川組　大阪支店 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事
専務取締役支店長　西口伸 目２－１７　第一住建東心斎橋ビ

ル内
TEL 06-6251-1761 /FAX 06-6252-2632

a0004006 〒510-0834 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事
有限会社淺川建設 三重県四日市市ときわ四丁目６番
代表取締役　山下達也 １４号

TEL 059-354-2887 /FAX 059-354-2878
a0006036 〒542-0083 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
淺川道路株式会社　大阪支店 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁
支店長　西藤勝美 目２－１７

TEL 06-6252-0934 /FAX 06-6484-6020
a0002165 〒460-0003 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
浅野アタカ株式会社　中部支店 愛知県名古屋市中区錦１丁目７番事,機械器具設置工事,水道施設工事,清掃施設工事
支店長　岩間哲史 ３４号

TEL 052-203-1527 /FAX 052-203-1528
a0003654 〒518-0752 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社アサヒ 三重県名張市蔵持町原出５２３－クリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
代表取締役　進宅正昭 ７ 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事

TEL 0595-62-7033 /FAX 0595-62-7034
a0005411 〒512-0913 土木一式工事,建築一式工事,電気工事,管工事
朝日ガスエナジー株式会社 三重県四日市市西坂部町４７８９
代表取締役　森明 －２

TEL 059-332-2311 /FAX 059-331-7800
a0000191 〒450-0003 電気工事,機械器具設置工事,水道施設工事
朝日企業株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南４－
取締役支店長　大石直紀 ８－１５　ダイドー名駅南第２ビ

ル
TEL 052-571-5303 /FAX 052-571-5318

a0001857 〒515-0063 塗装工事,防水工事
アサヒ工材株式会社 三重県松阪市大黒田町２２２－５
代表取締役　平野浩

TEL 0598-21-0640 /FAX 0598-23-4543
a0004515 〒302-0024 機械器具設置工事
朝日テック株式会社 茨城県取手市新町一丁目６番３３
代表取締役　中西克己 号

TEL 0297-72-9131 /FAX 0297-72-5665
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a0002338 〒511-0811 電気通信工事
朝日電気工業株式会社　三重営 三重県桑名市東方６４９番地１
業所
所長　山田春夫

TEL 0594-41-4120 /FAX 0594-41-4121
a0002315 〒510-0104 電気工事,電気通信工事
株式会社アサヒ電設 三重県四日市市楠町南五味塚７８
代表取締役　西端岳史 ３番地１

TEL 059-397-4960 /FAX 059-397-4995
a0002387 〒510-0033 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
朝日土木株式会社 三重県四日市市川原町３２－１ 石工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,ほ装工
代表取締役社長　南哲生 事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-331-1146 /FAX 059-332-2031
a0005904 〒513-0042 消防施設工事
アサヒ防災有限会社 三重県鈴鹿市長太旭町６－５－２
代表取締役　長谷川章

TEL 059-395-0533 /FAX 059-395-0534
a0003078 〒516-0007 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
朝日丸建設株式会社 三重県伊勢市小木町６０４－３ 法面処理,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工
代表取締役社長　牧原康 事,解体工事

TEL 0596-36-8008 /FAX 0596-36-8009
a0006752 〒460-0002 電気工事
浅海電気株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目
支店長　栗原健治 ２０番２２号

TEL 052-955-4311 /FAX 052-953-7355
a0003498 〒450-0001 土木一式工事,水道施設工事
芦森エンジニアリング株式会社 愛知県名古屋市中村区那古野１丁
名古屋営業所 目３８番１号
名古屋営業所長　森川勉

TEL 052-586-2672 /FAX 052-586-2673
a0006494 〒510-0832 塗装工事,防水工事
株式会社アステル塗建 三重県四日市市伊倉二丁目７番１
代表取締役　武藤浩司 ５号

TEL 059-389-7317 /FAX 059-389-7318
a0000273 〒460-0003 電気工事,管工事,電気通信工事
アズビル株式会社　ビルシステ 愛知県名古屋市中区錦二丁目１４
ムカンパニー中部支社 番１９号
支社長　川上伸治

TEL 052-265-6706 /FAX 052-218-7471
a0003557 〒510-0815 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社東産業 三重県四日市市野田１－８－３８電気工事,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工
代表取締役　木室浩一 事,内装仕上工事,機械器具設置工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-332-2323 /FAX 059-332-0818
a0003909 〒660-0833 機械器具設置工事,電気通信工事
株式会社アセック 兵庫県尼崎市南初島町１２番地の
代表取締役　荒木宣人 ６

TEL 06-6482-6660 /FAX 06-6481-5455
a0006601 〒108-0023 電気工事,電気通信工事
株式会社アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３
代表取締役　木越健二 号

TEL 03-5419-6022 /FAX 03-3452-0802
a0006746 〒466-0832 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,水道
足立建設株式会社 愛知県名古屋市昭和区駒方町４丁施設工事
代表取締役　足立真也 目２４番地

TEL 052-831-3291 /FAX 052-833-9635
a0006883 〒450-0003 電気工事,管工事,消防施設工事
足立工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁
代表取締役社長　足立満 目７番７号

TEL 052-561-1551 /FAX 052-581-3192
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a0004008 〒512-8056 塗装工事,防水工事
有限会社安立塗装 三重県四日市市札場町５８９－６
代表取締役　安立悟

TEL 059-338-5338 /FAX 059-338-5338
a0007019 〒530-0052 土木一式工事,建築一式工事
株式会社アフェクションウォー 大阪府大阪市北区南扇町１番５号
ク
代表取締役　青木雅祐

TEL 06-6311-3412 /FAX 06-6311-3413
a0006970 〒754-0022 電気通信工事
株式会社アプスシステム 山口県山口市小郡花園町４番２号
代表取締役　柴田尊明

TEL 083-974-4571 /FAX 083-974-4581
a0003251 〒510-0064 電気通信工事,消防施設工事
アプロ通信株式会社　三重支店 三重県四日市市新正４丁目５番２
支店長　上杉智己 ６号

TEL 059-356-5300 /FAX 059-356-5315
a0003192 〒511-0007 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社安部日鋼工業　三重営 三重県桑名市参宮通３２番地 び・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,塗装工事,防水工
業所 事,水道施設工事
所長　棚橋富広

TEL 0594-84-7842 /FAX 0594-24-8440
a0006187 〒460-0008 電気工事,電気通信工事
アマナエレン株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中区栄１－１０－
支店 ３２　愛織会館５階
名古屋支店長　村田喜久夫

TEL 052-219-9366 /FAX 052-219-9367
a0006204 〒222-8558 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事
アマノ株式会社 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２
代表取締役　津田博之 ７５番地

TEL 045-401-1441 /FAX 045-439-1150
a0004778 〒223-0057 電気工事,管工事,機械器具設置工事
アムコン株式会社 神奈川県横浜市港北区新羽町１９
代表取締役　佐々木昌一 ２６

TEL 045-540-8585 /FAX 045-540-8588
a0000016 〒486-0968 管工事
アムズ株式会社　名古屋支店 愛知県春日井市味美町２－６８
支店長　末森俊夫

TEL 0568-34-0411 /FAX 0568-34-0423
a0003096 〒460-0002 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社新井組　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目水道施設工事,解体工事
執行役員支店長　加治木成之 ５番１０号

TEL 052-211-8849 /FAX 052-211-8347
a0003765 〒515-2112 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,塗装
株式会社荒川建築企画 三重県松阪市曽原町２０１４ 工事,防水工事,内装仕上工事,建具工事,解体工事
代表取締役　荒川成樹

TEL 0598-56-5851 /FAX 0598-56-5861
a0000082 〒462-0818 鋼構造物工事,鋼橋上部工
株式会社アルス製作所　名古屋 愛知県名古屋市北区彩紅橋通１－
営業所 １－５　ネオハイツ平安ビル３０
所長　竹尾信二 ５号

TEL 052-911-7005 /FAX 052-913-9715
a0001907 〒515-0507 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社アルファコーポレーシ 三重県伊勢市村松町１３８１番地クリート工事,法面処理,ほ装工事,塗装工事
ョン １８
代表取締役　新谷博英

TEL 0596-72-8777 /FAX 0596-72-8778
a0007065 〒510-0813 土木一式工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工
アルマ建工株式会社 三重県四日市市大字末永１０５９事
代表取締役　原岡浩司 番地１

TEL 059-337-8327 /FAX 059-337-8328
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a0006116 〒510-0086 電気工事,管工事,電気通信工事
株式会社アレス 三重県四日市市諏訪栄町２２番３
代表取締役　西村秀人 ６号

TEL 059-336-5790 /FAX 059-336-5792
a0004528 〒520-0113 土木一式工事,石工事,造園工事
株式会社粟田建設 滋賀県大津市坂本三丁目１１番２
代表取締役　粟田純徳 ９号

TEL 077-578-0170 /FAX 077-579-1379
a0001704 〒512-0924 塗装工事
有限会社一光 三重県四日市市寺方町４６１－７
取締役　梅田光明

TEL 059-326-4157 /FAX 059-326-8165
a0007211 〒790-0962 機械器具設置工事
株式会社ＥＥＳ 愛媛県松山市６丁目６番１３号
代表取締役　重松　義朗

TEL 089-932-8999 /FAX 089-932-8823
a0007274 〒440-0011 土木一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工
株式会社イー・メンテ豊橋 愛知県豊橋市牛川通二丁目７番地事,消防施設工事,清掃施設工事
代表取締役　初田邦夫 ４

TEL 0532-35-7578 /FAX 0532-57-3058
a0003620 〒422-8052 とび・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋
飯田鉄工株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区緑が丘町１番上部工
営業所長　長沼輝人 １５－１２号

TEL 054-286-5241 /FAX 054-286-5242
a0005856 〒450-0002 建築一式工事,電気工事,管工事,塗装工事,内装仕上工事
イオンディライト株式会社　東 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目
海支社 ２５番１号
支社長　郷原修二

TEL 052-569-2611 /FAX 052-569-2612
a0000725 〒513-0032 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
イケダアクト株式会社 三重県鈴鹿市池田町櫛引１１４０管工事,ほ装工事,造園工事,解体工事
代表取締役　田中久司

TEL 059-383-2772 /FAX 059-383-2990
a0006604 〒626-0034 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
池田電気株式会社 京都府宮津市字滝馬７０５番地 事,ほ装工事,機械器具設置工事,電気通信工事,水道施設工事,
代表取締役　池田憲治 消防施設工事

TEL 0772-22-1312 /FAX 0772-22-6888
a0007003 〒510-0041 管工事
石井燃商株式会社 三重県四日市市稲葉町２－７
代表取締役　石井智光

TEL 059-351-1411 /FAX 059-351-9782
a0002567 〒460-0003 機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社石垣　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２丁目４番
支店長　川原田純也 ３号

TEL 052-218-2650 /FAX 052-223-5666
a0003394 〒460-0003 機械器具設置工事
石垣メンテナンス株式会社　名 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番
古屋支店 ３号
支店長　兼松弘之

TEL 052-218-2652 /FAX 052-223-5666
a0001089 〒517-0501 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリ
株式会社石吉組 三重県志摩市阿児町鵜方１２３３ート工事,管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗
代表取締役社長　橋爪吉生 番地 装工事,防水工事,内装仕上工事,造園工事,水道施設工事,解体

工事
TEL 0599-43-3335 /FAX 0599-43-5194

a0000088 〒453-0015 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
石黒建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区椿町１７－び・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構造物工事,ほ装工
支店長　寺嶋澄男 １６ 事,解体工事

TEL 052-300-1496 /FAX 052-300-1497
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a0003475 〒464-0848 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
石黒体育施設株式会社 愛知県名古屋市千種区春岡二丁目
代表取締役　石黒和重 ２７番１８号

TEL 052-757-4030 /FAX 052-763-8110
a0006587 〒512-0922 電気工事,管工事
株式会社イシダ設備 三重県四日市市曽井町東垣内７６
代表取締役　石田達也 ６の２

TEL 059-325-6975 /FAX 059-399-7002
a0006057 〒453-0857 電気工事,電気通信工事
イシデンエンジニアリング株式 愛知県名古屋市中村区長草町７２
会社　名古屋支店 番
名古屋支店長　保坂隆夫

TEL 052-419-1410 /FAX 052-419-1414
a0006106 〒510-0842 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,電
石原エンジニアリングパートナ 三重県四日市市石原町１番地 気工事,管工事,ほ装工事,機械器具設置工事,水道施設工事,解
ーズ株式会社 体工事
代表取締役　山下育生

TEL 059-345-1341 /FAX 059-345-4799
a0005523 〒516-0012 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
伊勢市清掃株式会社 三重県伊勢市通町６０５番地 クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,機
代表取締役　平川圭吾 械器具設置工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0596-22-4141 /FAX 0596-22-4154
a0006418 〒519-0507 電気工事,電気通信工事
有限会社伊勢ネットワーク 三重県伊勢市小俣町新村一ノ岡５
代表取締役　中西修 ５８番地８７

TEL 0596-23-7700 /FAX 0596-23-7788
a0003422 〒510-0107 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
株式会社伊勢森建設 三重県四日市市楠町北一色２２７
代表取締役　山田篤史 番地１

TEL 059-397-2902 /FAX 059-397-5905
a0006402 〒464-0858 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事
伊勢屋金網工業株式会社 愛知県名古屋市千種区千種２丁目
代表取締役　石田昭三 １０番１２号

TEL 052-741-3333 /FAX 052-741-3184
a0000876 〒515-0818 建築一式工事
磯田建設株式会社 三重県松阪市川井町３２８－１
代表取締役　磯田泰良

TEL 0598-21-7368 /FAX 0598-21-0755
a0003150 〒453-0045 電気工事,管工事,機械器具設置工事
株式会社磯村　名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区藤江町三丁
所長　河井克至 目１６３番地

TEL 052-485-5091 /FAX 052-485-5092
a0006908 〒510-8024 塗装工事
株式会社磯山塗装 三重県四日市市西富田町６４７番
代表取締役　磯山悟 地４

TEL 059-366-1750 /FAX 059-318-5317
a0006872 〒510-0835 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社伊谷建設 三重県四日市市大井手２－３４４クリート工事,法面処理,ほ装工事,解体工事
代表取締役　伊藤隆人 －３

TEL 059-340-8056 /FAX 059-340-8057
a0000305 〒640-8390 鋼構造物工事,鋼橋上部工,機械器具設置工事
株式会社板橋製作所 和歌山県和歌山市有本１１１
代表取締役　紀谷就央

TEL 073-471-2131 /FAX 073-474-1656
a0006910 〒510-1224 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
有限会社イタル工業 三重県三重郡菰野町大字川北５６び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事
取締役　加藤到 ２

TEL 059-393-3355 /FAX 059-393-3403
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a0003163 〒460-0008 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリ
株式会社市川工務店　名古屋支 愛知県名古屋市中区栄１－２６－ート工事,石工事,屋根工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせ
社 １ つ工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,水道施設工事,解体
取締役支社長　川田浩市 工事

TEL 052-201-3711 /FAX 052-201-3713
a0003992 〒457-0841 管工事,機械器具設置工事
一木産業株式会社 愛知県名古屋市南区豊田三丁目１
代表取締役　多田吉孝 ８番１４号

TEL 052-692-1828 /FAX 052-692-2819
a0003327 〒491-0873 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社イチテック 愛知県一宮市せんい１－２－１９び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,塗装
代表取締役　伊貝英治 工事,防水工事,造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0586-77-5131 /FAX 0586-77-4959
a0006301 〒515-2111 防水工事
いちはな企画株式会社 三重県松阪市中林町６３番地２
代表取締役　田中一郎

TEL 0598-56-4131 /FAX 0598-56-4131
a0005761 〒491-0838 電気工事,電気通信工事
株式会社五和電気工業 愛知県一宮市猿海道一丁目１２番
代表取締役　加藤貴之 ２５号

TEL 0586-24-8131 /FAX 0586-24-8133
a0000666 〒510-0845 土木一式工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,塗装工事,機械
伊藤管機工業株式会社 三重県四日市市海山道町３－９２器具設置工事,水道施設工事
代表取締役　井畑忠 ８－１

TEL 059-345-1351 /FAX 059-346-7202
a0006270 〒517-0703 管工事
伊藤管工 三重県志摩市志摩町和具２５７－
代表　伊藤辰行 １

TEL 0599-85-1176 /FAX 0599-85-1176
a0003712 〒515-0814 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
伊藤建設株式会社 三重県松阪市久保田町７４－６ び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,防水
代表取締役　伊藤ますみ 工事,解体工事

TEL 0598-52-6670 /FAX 0598-52-6673
a0005918 〒455-0074 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,解体工事
株式会社伊藤建設工業 愛知県名古屋市港区正保町６丁目
代表取締役　伊藤貴志 ２４番地

TEL 052-381-4989 /FAX 052-383-5275
a0002807 〒512-1305 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事,水道施
株式会社伊藤興業 三重県四日市市西村町３８５０ 設工事,解体工事
代表取締役　伊藤清勝

TEL 059-339-1022 /FAX 059-339-1466
a0003197 〒519-3639 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,鋼構造
株式会社伊藤工作所 三重県尾鷲市中川１－１７ 物工事,鋼橋上部工,塗装工事,機械器具設置工事,水道施設工事
代表取締役　伊藤新

TEL 0597-22-1633 /FAX 0597-22-1635
a0007237 〒515-2332 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
有限会社伊藤工務店 三重県松阪市嬉野津屋城町８９５び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,塗装
代表取締役　伊藤明良 番地 工事,防水工事,造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0598-42-5072 /FAX 0598-42-5064
a0004958 〒516-0009 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社伊藤工務店 三重県伊勢市河崎１丁目１１番４鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,
代表取締役　中村哲也 号 水道施設工事,解体工事

TEL 0596-28-9266 /FAX 0596-25-1246
a0000533 〒511-0061 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事,解体工事
株式会社伊藤工務店 三重県桑名市寿町３－４７
代表取締役　安田健三

TEL 0594-23-2121 /FAX 0594-22-1232
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a0006800 〒512-8048 建築一式工事
株式会社伊藤工務店　三重営業 三重県四日市市山城町３１－３
所
所長　中島聖衛

TEL 059-337-2431 /FAX 059-337-2976
a0002757 〒513-0809 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社伊藤植正園 三重県鈴鹿市西条６－７７ クリート工事,法面処理,造園工事
代表取締役　伊藤正康

TEL 059-383-3368 /FAX 059-383-6114
a0001273 〒510-0061 とび・土工・コンクリート工事,内装仕上工事
株式会社イトウ総業 三重県四日市市朝日町２番１２号
代表取締役　伊藤吉弘

TEL 059-390-3876 /FAX 059-389-5122
a0001253 〒510-0834 土木一式工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,機
株式会社伊藤デンテック 三重県四日市市ときわ３丁目２－械器具設置工事,水道施設工事
代表取締役　伊藤康宏 １５

TEL 059-353-2580 /FAX 059-351-0253
a0002694 〒518-0818 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,管工事,
有限会社伊藤農園 三重県伊賀市荒木８９０－１ ほ装工事,造園工事,解体工事
代表取締役　伊藤靖紀

TEL 0595-21-1381 /FAX 0595-21-1382
a0002931 〒519-2201 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社井戸坂建設 三重県多気郡多気町上出江４２４クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水
代表取締役　井戸坂覚行 －２ 道施設工事,解体工事

TEL 0598-49-3773 /FAX 0598-49-3992
a0005961 〒510-8103 建築一式工事
イナガキ産業株式会社 三重県三重郡朝日町柿１４２８
代表取締役　稲垣伸亮

TEL 059-377-4998 /FAX 059-377-4766
a0006475 〒530-0047 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,造園工事
株式会社稲治造園工務所 大阪府大阪市北区西天満３丁目４
代表取締役社長　稲治和彦 番４号

TEL 06-6365-9211 /FAX 06-6365-8639
a0003479 〒516-1423 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
稲葉建設株式会社 三重県度会郡南伊勢町村山１１１び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根工事,管工
代表取締役　松岡久雄 １－１ 事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装

工事,防水工事,造園工事,水道施設工事,解体工事
TEL 0596-76-0393 /FAX 0596-76-1612

a0007159 〒466-0826 とび・土工・コンクリート工事,内装仕上工事
イノコ株式会社 愛知県名古屋市昭和区滝川町３１
代表取締役　猪子哲司 番地３２

TEL 052-834-3411 /FAX 052-834-3416
a0005467 〒510-0224 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,左
有限会社井原業務店 三重県鈴鹿市若松中二丁目１９番官工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,屋根工事,タ
代表取締役　井原明範 ２９号 イル・レンガ・ブロック工事,ほ装工事,内装仕上工事

TEL 059-385-0155 /FAX 059-385-6722
a0005843 〒503-0973 土木一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工
イビデンエンジニアリング株式 岐阜県大垣市木戸町１１２２ 事
会社
取締役社長　西田剛

TEL 0584-75-2300 /FAX 0584-81-6639
a0003463 〒509-0233 土木一式工事,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,塗装工事,機
株式会社岩城 岐阜県可児市柿下２－１ 械器具設置工事,水道施設工事
代表取締役　文城弘

TEL 0574-64-2315 /FAX 0574-64-2316
a0006543 〒509-0248 タイル・レンガ・ブロック工事,機械器具設置工事,清掃施設工
株式会社イワサキ 岐阜県可児市清水ケ丘三丁目５５事
代表取締役　小木下真二 番地

TEL 0574-63-2038 /FAX 0574-63-5568

IP56PA20



業者名簿
  10 頁

部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
a0003697 〒460-0003 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
岩田地崎建設株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中区錦１丁目１８ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事
支店 番２４号
支店長　鶴田博久

TEL 052-221-6381 /FAX 052-231-1980
a0006637 〒103-0004 建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート
株式会社ウェーブ２１ 東京都中央区東日本橋三丁目４番工事,石工事,屋根工事,電気工事,管工事,タイル・レンガ・ブ
代表取締役　笹川陽司 １４号 ロック工事,鋼構造物工事,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,塗

装工事,防水工事,内装仕上工事,機械器具設置工事,熱絶縁工事,
TEL 03-5651-8821 電気通信工事,建具工事,消防施設工事/FAX 03-5651-8835

a0003141 〒463-0071 土木一式工事,電気工事,機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社ウォーターエージェン 愛知県名古屋市守山区新守町１５
シー　愛知オペレーションセン ４番地
ター
センター長　水野明 TEL 052-758-5704 /FAX 052-758-5705
a0003955 〒460-0003 機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社ウォーターテック　名 愛知県名古屋市中区錦３丁目７番
古屋営業所 ９号
担当部長　青木一就

TEL 052-955-8612 /FAX 052-955-8613
a0000527 〒453-0032 造園工事
植芝園株式会社 愛知県名古屋市中村区塩池町一丁
代表取締役　橋本貴志 目５番２１号

TEL 052-471-1148 /FAX 052-471-1149
a0001234 〒510-8002 とび・土工・コンクリート工事,法面処理,解体工事
株式会社ウエスギ 三重県四日市市天カ須賀新町１番
代表取締役　上杉啓詞 地の３２

TEL 059-365-6800 /FAX 059-363-2055
a0000651 〒510-0874 管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,機械器具設置工事,電気通信
株式会社上田新工業 三重県四日市市河原田町１６２０工事,水道施設工事
代表取締役　上田重幸 番地１

TEL 059-345-4761 /FAX 059-346-8921
a0003345 〒516-0045 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社植田電気工事事務所 三重県伊勢市旭町２８２－７
代表取締役　植田幸成

TEL 0596-28-3267 /FAX 0596-28-8996
a0000814 〒510-0256 電気通信工事
上野通信建設株式会社 三重県鈴鹿市磯山１－２３７－１
代表取締役　上野保

TEL 059-387-1480 /FAX 059-387-1538
a0003326 〒518-0835 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,解
上野ハウス株式会社 三重県伊賀市緑ケ丘南町２３３２体工事
代表取締役　奥井実

TEL 0595-21-3612 /FAX 0595-23-5840
a0002646 〒516-1534 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社上村組 三重県度会郡南伊勢町古和浦２２び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根工事,管工
代表取締役　上村尚登 ６－５７ 事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鉄筋工事,ほ

装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,造
TEL 0596-78-0201 園工事,水道施設工事,解体工事/FAX 0596-78-0500

a0005987 〒606-8425 土木一式工事,建築一式工事,石工事,造園工事
植彌加藤造園株式会社 京都府京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ
代表取締役社長　加藤友規 前町４５番地

TEL 075-771-3052 /FAX 075-752-0154
a0005726 〒454-0004 建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート
株式会社魚津社寺工務店 愛知県名古屋市中川区西日置二丁工事,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造
代表取締役　魚津忠弘 目１２番２０号 物工事,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内

装仕上工事,建具工事,解体工事
TEL 052-331-3080 /FAX 052-332-3540

a0003664 〒510-8001 土木一式工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工
宇佐美工業株式会社　三重営業 三重県四日市市天カ須賀三丁目４事
所 －１９
所長　澤野英昭

TEL 059-363-0988 /FAX 059-363-0980
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a0000482 〒452-0808 土木一式工事,プレストレストコンクリート
株式会社牛福久 愛知県名古屋市西区宝地町３６９
代表取締役　米本篤史

TEL 052-501-4711 /FAX 052-503-9338
a0000487 〒454-0825 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
内田工業株式会社 愛知県名古屋市中川区好本町３－造園工事
代表取締役　内田裕郎 ６７

TEL 052-352-1795 /FAX 052-351-1326
a0006314 〒502-0906 とび・土工・コンクリート工事,塗装工事
株式会社内田商会 岐阜県岐阜市池ノ上町４丁目６番
代表取締役　内田譲二 地

TEL 058-233-8500 /FAX 058-233-8975
a0004499 〒519-0169 塗装工事,防水工事
打田塗装工業有限会社 三重県亀山市白木町２０７１番地
代表取締役　打田裕也 の２

TEL 0595-83-2507 /FAX 0595-83-2393
a0003514 〒515-0031 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
宇野重工株式会社 三重県松阪市大津町１６０７番地クリート工事,法面処理,電気工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,
代表取締役　宇野雄介 の１ ほ装工事,塗装工事,機械器具設置工事,水道施設工事

TEL 0598-51-1313 /FAX 0598-51-1317
a0003377 〒460-0008 管工事,消防施設工事
浦安工業株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄１丁目２９
執行役員名古屋支店長　津田修 番１９号

TEL 052-737-7027 /FAX 052-737-7028
a0004243 〒464-0846 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社エーアンドブイ 愛知県名古屋市千種区城木町２－
代表取締役　森久洋 ９８

TEL 052-761-5400 /FAX 052-761-0909
a0000473 〒465-0014 土木一式工事,管工事,機械器具設置工事
ＡＧ株式会社 愛知県名古屋市名東区上菅１－４
代表取締役　児玉英機 １０

TEL 052-771-1156 /FAX 052-771-1131
a0003605 〒460-0003 電気工事,電気通信工事
株式会社ＨＹＳエンジニアリン 愛知県名古屋市中区錦３－２０－
グサービス　中日本支店 ２７
支店長　石川和宏

TEL 052-219-5260 /FAX 052-219-5261
a0005413 〒461-0004 電気工事,機械器具設置工事
英和株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵３－１５－
所長　林秀和 ３１

TEL 052-935-8461 /FAX 052-937-7949
a0000461 〒920-0209 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,さく井
株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－工事,解体工事
代表取締役　市山勉 ４

TEL 076-238-1181 /FAX 076-238-9781
a0007305 〒460-0003 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,鋼構
エクシオグループ株式会社　東 愛知県名古屋市中区錦三丁目１０造物工事,ほ装工事,塗装工事,電気通信工事,水道施設工事
海支店 番３３号
支店長　河野憲二

TEL 052-265-8288 /FAX 052-265-8770
a0001996 〒515-2107 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事,ほ装工事
有限会社エクセル・ポリシュ 三重県松阪市舞出町４３８－１９
代表取締役　鈴木真美

TEL 0598-56-6368 /FAX 0598-56-6391
a0001835 〒513-0012 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
エコシスＡＺ株式会社 三重県鈴鹿市石薬師町字蟹起２９クリート工事,法面処理,石工事,電気工事,鋼構造物工事,ほ装
代表取締役　遠山知宏 ０６番地の６ 工事,しゅんせつ工事,塗装工事,建具工事,水道施設工事,解体

工事
TEL 059-373-1570 /FAX 059-373-1571
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a0006733 〒461-0001 電気工事
エコテック株式会社 愛知県名古屋市東区泉二丁目１８
代表取締役　掛水法美 番１３号　ケイティケイ高岳オフ

ィス１階
TEL 052-937-2001 /FAX 052-937-2003

a0003102 〒573-0171 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,しゅん
株式会社エコ・テクノ　枚方支 大阪府枚方市北山１丁目５４番５せつ工事
店 ５号
枚方支店長　高原久

TEL 072-864-1623 /FAX 072-857-7637
a0000113 〒554-0012 機械器具設置工事,清掃施設工事
エスエヌ環境テクノロジー株式 大阪府大阪市此花区西九条５丁目
会社 ３番２８号
代表取締役　辻勝久

TEL 06-4804-5503 /FAX 06-4804-5532
a0000268 〒553-0005 管工事,機械器具設置工事
株式会社エス・エル 大阪府大阪市福島区野田５－１７
代表取締役　岸本進 －２２

TEL 06-6468-7180 /FAX 06-6468-7104
a0003675 〒515-0818 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,鋼構造
株式会社ＳＫスズキ 三重県松阪市川井町４７９番地２物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　鈴木伊津実

TEL 0598-23-3185 /FAX 0598-23-3186
a0006786 〒511-0811 電気工事,消防施設工事
エスケー電気工事株式会社 三重県桑名市大字東方字尾弓田３
代表取締役　黒田茂章 ０５４番地

TEL 0594-24-3200 /FAX 0594-24-3218
a0003047 〒516-1102 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,電気工
エスジェイシー寿株式会社 三重県伊勢市佐八町１１５４－３事,鋼構造物工事,ほ装工事,塗装工事,水道施設工事
代表取締役　野中良成

TEL 0596-39-1010 /FAX 0596-39-1008
a0005749 〒510-1234 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事,塗装工
株式会社エステック 三重県三重郡菰野町大字福村８７事
代表取締役　内田英文 ８番地２

TEL 059-393-1755 /FAX 059-393-1785
a0005369 〒512-1303 電気工事
有限会社エステーディケー 三重県四日市市小牧町２７５１番
代表取締役　佐藤健一 地の１９

TEL 059-339-2620 /FAX 059-339-2621
a0005426 〒480-0138 土木一式工事,造園工事
エスペックミック株式会社 愛知県丹羽郡大口町大御堂１－２
代表取締役社長　前川剛司 ３３－１

TEL 0587-95-6369 /FAX 0587-95-4833
a0000371 〒452-0815 電気工事
エナジーシステムサービスジャ 愛知県名古屋市西区八筋町４６番
パン株式会社　中部営業所 地
所長　鈴木隆浩

TEL 052-504-7300 /FAX 052-504-7311
a0003319 〒510-0074 電気通信工事
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 三重県四日市市鵜の森１丁目３番
三重営業所 １５号
所長　高木亨

TEL 059-352-3615 /FAX 059-352-3640
a0006658 〒460-0011 電気通信工事
ＮＥＣプラットフォームズ株式 愛知県名古屋市中区大須４－１－
会社　中部支社 １８　セイジョウビル
支社長　佐藤信彦

TEL 052-264-4851 /FAX 052-264-4854
a0007106 〒464-0075 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,鋼構造
ＮＨＳ名古屋株式会社 愛知県名古屋市千種区内山三丁目物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,造園工事,水道施
代表取締役　吉田泰祥 ７番３号 設工事

TEL 052-733-1615 /FAX 052-733-1617
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a0007017 〒564-0062 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,しゅんせつ工事,
エヌエス環境株式会社　西日本 大阪府吹田市垂水町２－３６－２造園工事
支社 ７
支社長　鈴木拓哉

TEL 06-6310-6222 /FAX 06-6310-7529
a0004514 〒949-7251 管工事,機械器具設置工事,さく井工事,解体工事
株式会社ＮＮＣエンジニアリン 新潟県南魚沼市大崎４３６９番地
グ　南魚沼支社 ２
支社長　中島直人

TEL 025-779-2141 /FAX 025-779-2893
a0000429 〒532-0033 電気工事,管工事,機械器具設置工事
株式会社エヌケーエス 大阪府大阪市淀川区新高１－８－
代表取締役　半田勝彦 １７

TEL 06-6396-7414 /FAX 06-6934-2278
a0003188 〒460-0003 電気通信工事
株式会社エヌ・ティ・ティ・デ 愛知県名古屋市中区錦２－１７－
ータ東海 ２１
代表取締役　坂野高士

TEL 050-5556-2888 /FAX 052-204-4561
a0006342 〒590-0984 土木一式工事
ＮＤネットサービス有限会社 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０
代表取締役　鈴木宏隆 番地５

TEL 072-229-5252 /FAX 072-229-7171
a0004117 〒520-2152 電気工事
エネサーブ株式会社 滋賀県大津市月輪２丁目１９番６
代表取締役　井上博司 号

TEL 077-543-6330 /FAX 077-543-6366
a0001153 〒519-4325 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・
株式会社榎本工務店 三重県熊野市有馬町５７３３番地コンクリート工事,石工事,屋根工事,電気工事,管工事,タイル
代表取締役　榎本義秀 の１ ・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鉄筋工事,板金工事,ガ

ラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,建具工事,水道施
TEL 0597-85-2525 設工事,解体工事/FAX 0597-89-2245

a0007223 〒452-0901 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
エバーストラクション株式会社 愛知県清須市阿原池之表１５３ クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,塗装工事,
代表取締役　竹内祥一 防水工事

TEL 052-934-7856 /FAX 052-934-7857
a0002156 〒460-0007 機械器具設置工事,清掃施設工事
荏原環境プラント株式会社　中 愛知県名古屋市中区新栄２－１－
部支店 ９
支店長　内田信行

TEL 052-253-9402 /FAX 052-243-2066
a0003402 〒450-6046 電気工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工事
荏原商事株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目
支社長　山本和正 １番４号

TEL 052-561-1700 /FAX 052-561-5637
a0003048 〒456-0002 土木一式工事,建築一式工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,
荏原実業株式会社　中部営業所 愛知県名古屋市熱田区金山町一丁塗装工事,防水工事,機械器具設置工事,水道施設工事
所長　上野長和 目７番５号　電波学園金山第１ビ

ル
TEL 052-212-5220 /FAX 052-212-5221

a0002491 〒451-0044 管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社荏原製作所　中部支社 愛知県名古屋市西区菊井二丁目２
支社長　植田康裕 ２番７号

TEL 052-446-6762 /FAX 052-562-0220
a0002948 〒451-0044 電気工事,電気通信工事
株式会社荏原電産　中部支店 愛知県名古屋市西区菊井二丁目２
支店長　川口次男 ２番７号

TEL 052-446-6837 /FAX 052-562-0224
a0003649 〒451-0044 管工事
荏原冷熱システム株式会社　中 愛知県名古屋市西区菊井二丁目２
部支店 ２番７号
支店長　渡邉克之

TEL 052-569-5326 /FAX 052-569-5322
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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
a0000510 〒468-0046 電気工事,管工事
株式会社エフエスナゴヤ 愛知県名古屋市天白区古川町４２
代表取締役　竹田豊 ー１

TEL 052-895-4488 /FAX 052-895-5540
a0003727 〒450-0003 電気工事,電気通信工事
エフコム株式会社　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁
支店長　佐藤貴也 目２４番３０号

TEL 052-551-8520 /FAX 052-586-5037
a0002336 〒491-0871 左官工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事
株式会社エフワンエヌ　中部支 愛知県一宮市浅野字馬東２９
店
支店長　伊場淳子

TEL 0586-75-5570 /FAX 0586-77-6639
a0006810 〒510-0961 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
Ｍ・Ｌ・Ｃ株式会社 三重県四日市市波木町２２２９番び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事,解体工事
代表取締役　前泊浩司 地

TEL 059-321-7673 /FAX 059-322-8580
a0007074 〒515-0844 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事
有限会社ＭＧＩ 三重県松阪市八重田町３番地
代表取締役　森中祐次

TEL 0598-58-1488 /FAX 0598-58-1499
a0006078 〒554-0032 土木一式工事,管工事,しゅんせつ工事
株式会社エムライン 大阪府大阪市此花区梅町２丁目２
代表取締役　中篤司 番２５号

TEL 06-6468-7505 /FAX 06-6468-7510
a0007263 〒515-0052 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
株式会社ａｒｅａｒｉｇｇｅｒ 三重県松阪市山室町２０７４番地ほ装工事,塗装工事,水道施設工事
代表取締役　田中寿弥 ７

TEL 0598-67-7359 /FAX 0598-67-7359
a0006491 〒468-0056 電気工事
株式会社エレックス極東 愛知県名古屋市天白区島田三丁目
代表取締役　三宅正貢 ６０８番地の１

TEL 052-804-0480 /FAX 052-804-0483
a0003589 〒510-0854 電気工事
株式会社エレック・トーコー 三重県四日市市塩浜本町二丁目２
四日市営業所 ７－２
四日市営業所長　杉本浩二

TEL 059-345-3101 /FAX 059-346-8928
a0006261 〒668-0831 電気工事,機械器具設置工事,水道施設工事
ＯＥＳアクアフオーコ株式会社 兵庫県豊岡市神美台１５７－７６
代表取締役　鈴木寛

TEL 0796-29-5210 /FAX 0796-29-5212
a0002425 〒512-1214 消防施設工事
オーエムシー株式会社 三重県四日市市桜台１－４７－４
代表取締役　大仲勝

TEL 059-325-3071 /FAX 059-327-1121
a0003692 〒512-8044 管工事
オーク設備工業株式会社　三重 三重県四日市市中村町５０３番地
営業所 １
所長　大里晋也

TEL 059-336-6948 /FAX 059-336-6949
a0006565 〒510-0201 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
オーズ・ライン株式会社 三重県鈴鹿市稲生町５５５０番地クリート工事,法面処理,ほ装工事
代表取締役　岩瀬和彦

TEL 059-389-5162 /FAX 059-388-8700
a0005914 〒101-0045 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
オーテック電子株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目
代表取締役社長　上原英明 ３番地１２

TEL 03-5657-7481 /FAX 03-5657-7483
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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
a0000357 〒462-0819 建築一式工事
株式会社オービス　名古屋営業 愛知県名古屋市北区平安二丁目１
所 番１４号　カトレヤビル３Ｆ
所長　森秀明

TEL 052-911-7800 /FAX 052-911-7773
a0006234 〒640-8411 土木一式工事,建築一式工事,塗装工事,防水工事
オーロン物産株式会社 和歌山県和歌山市梶取３２２番地
代表取締役　木村純己

TEL 073-451-5509 /FAX 073-451-5510
a0007156 〒450-0002 建具工事
オイレスＥＣＯ株式会社　名古 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目
屋支店 １７番３号　メイヨンビル５階
名古屋支店長　後藤雅和

TEL 052-569-2788 /FAX 052-569-2778
a0006712 〒451-0025 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事
大井建設株式会社 愛知県名古屋市西区上名古屋三丁
代表取締役　亀井茂 目２０番２号

TEL 052-521-4311 /FAX 052-532-1516
a0006914 〒513-0842 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
大門工業 三重県鈴鹿市弓削２－１－２６ 事
代表　大門正道

TEL 059-379-5105 /FAX 059-379-5105
a0001409 〒515-0063 建築一式工事
株式会社オオコーチ 三重県松阪市大黒田町４７８－１
代表取締役　黄瀬稔

TEL 0598-26-1551 /FAX 0598-21-2676
a0006511 〒513-0836 電気工事,消防施設工事
大阪電設工業株式会社　三重支 三重県鈴鹿市国府町７６７８－３
店
支店長　本田秀昭

TEL 059-378-5326 /FAX 059-379-0942
a0002469 〒462-0861 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,塗装工
株式会社大阪防水建設社　名古 愛知県名古屋市北区辻本通一丁目事,防水工事,水道施設工事
屋支店 １０－１番地
支店長　三輪忠史

TEL 052-918-8601 /FAX 052-919-0501
a0003914 〒462-0845 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事,水道施
株式会社大島組 愛知県名古屋市北区柳原４－２－設工事
代表取締役　大島良三 １

TEL 052-991-4557 /FAX 052-991-4589
a0000404 〒460-0008 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
大島造園土木株式会社 愛知県名古屋市中区栄１丁目１０クリート工事,法面処理,造園工事
代表取締役　大島健資 番３４号

TEL 052-221-1357 /FAX 052-218-6690
a0002261 〒510-1233 電気工事,電気通信工事
大岳電気工業株式会社　三重営 三重県三重郡菰野町大字菰野１６
業所 ７７番地
所長　河合正夫

TEL 059-336-6105 /FAX 059-336-6105
a0000674 〒510-0882 防水工事,内装仕上工事
太田建材株式会社 三重県四日市市追分１－８－１６
代表取締役　渡邊理

TEL 059-345-0531 /FAX 059-346-3621
a0004105 〒490-1428 電気工事,管工事,機械器具設置工事
有限会社太田工業 愛知県弥富市竹田３－２００
代表取締役　太田尋久

TEL 0567-52-0369 /FAX 0567-52-3585
a0006930 〒510-0958 管工事,機械器具設置工事
大谷川工業株式会社 三重県四日市市小古曽一丁目２番
代表取締役　長谷川淳士 １５号

TEL 059-346-3034 /FAX 059-346-7239
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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
a0006688 〒515-0846 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社大野 三重県松阪市深長町９９３ クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗
代表取締役　大野幸成 装工事,造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0598-67-7228 /FAX 0598-67-8070
a0000734 〒513-0806 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大工
株式会社大野工務店 三重県鈴鹿市算所３－１５－１０ 工事,左官工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,
代表取締役　大野太平 屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋上

部工,鉄筋工事,ほ装工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工
TEL 059-378-1773 事,内装仕上工事,熱絶縁工事,建具工事,水道施設工事,解体工事/FAX 059-379-3017

a0003744 〒511-0834 建築一式工事
株式会社大橋組　三重営業所 三重県桑名市大福３８０－１
所長　大橋昭文

TEL 0594-23-7093 /FAX 0594-23-7128
a0000435 〒474-0001 土木一式工事,管工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事
オオブユニティ株式会社 愛知県大府市北崎町駒場８８
代表取締役　相木徹

TEL 0562-47-0535 /FAX 0562-47-0516
a0005620 〒464-0067 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社大本組　名古屋支店 愛知県名古屋市千種区池下一丁目び・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装
執行役員支店長　山廣隆宏 １０番８号 工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 052-763-5151 /FAX 052-763-5184
a0005381 〒519-1106 土木一式工事,管工事
有限会社大森設備工業 三重県亀山市関町会下１０６４－
代表取締役　大森豊 ２

TEL 0595-96-2631 /FAX 0595-96-2736
a0005394 〒519-1106 電気工事
有限会社大森電気工業所 三重県亀山市関町会下１３０２
代表取締役　大森文男

TEL 0595-96-0002 /FAX 0595-96-1684
a0003644 〒519-2504 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社大森土木工業 三重県多気郡大台町小切畑６３８クリート工事,法面処理,ほ装工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　大森隆稔

TEL 0598-76-8888 /FAX 0598-76-0286
a0007112 〒496-0005 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社大山工業 愛知県津島市神守町字砂田２６番解体工事
代表取締役　大山匡之 地

TEL 0567-74-0096 /FAX 0567-74-0224
a0006994 〒631-0044 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
大倭殖産株式会社 奈良県奈良市藤ノ木台一丁目２番び・土工・コンクリート工事,屋根工事,鋼構造物工事,ほ装工
代表取締役　杉本朝順 １５号 事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,建具工

事,解体工事
TEL 0742-43-9191 /FAX 0742-48-3722

a0003749 〒510-0886 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
岡田工業株式会社 三重県四日市市日永東３－２－３び・土工・コンクリート工事,法面処理,電気工事,管工事,ほ装
代表取締役　岡田良太 ９ 工事,機械器具設置工事,水道施設工事,消防施設工事

TEL 059-346-7121 /FAX 059-346-7124
a0005791 〒939-1901 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社岡部 富山県南砺市祖山３９ 造園工事
代表取締役社長　岡部竜一

TEL 0763-66-2306 /FAX 0763-66-2307
a0002617 〒515-0063 電気工事,消防施設工事
岡村電設 三重県松阪市大黒田町西林１８２
岡村正已 ６－３

TEL 0598-23-5889 /FAX 0598-23-6560
a0002643 〒516-0101 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,塗装工事,防水
有限会社岡本美工 三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦３工事
代表取締役　岡本秀樹 ０４１番地２

TEL 0599-66-1143 /FAX
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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
a0002693 〒460-0002 電気工事,電気通信工事
ＯＫＩクロステック株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目
中部支社 １３番３１号
支社長　古賀真之

TEL 052-232-1221 /FAX 052-232-1228
a0000247 〒460-0003 電気通信工事
沖電気工業株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中区錦１－１１－
支社長　泉井靖史 ２０

TEL 052-201-7001 /FAX 052-231-0109
a0003389 〒510-0812 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
奥アンツーカ株式会社　中部営 三重県四日市市西阿倉川１３６７工事
業所 －１５
所長　岡田誠己

TEL 059-325-7420 /FAX 059-325-7433
a0006673 〒601-8308 建築一式工事,大工工事,建具工事
株式会社奥谷組 京都府京都市南区吉祥院向田東町
代表取締役　千田真由美 ８番地

TEL 075-313-6533 /FAX 075-312-8417
a0007217 〒515-0812 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,ほ
奥谷建設株式会社 三重県松阪市船江町５８０番地１装工事,解体工事
代表取締役　奥谷真 ８

TEL 090-5627-7753 /FAX
a0000950 〒515-0505 管工事
有限会社奥田冷機 三重県伊勢市西豊浜町明野４９５
代表取締役　奥田和義 １番地３

TEL 0596-38-1700 /FAX 0596-38-1600
a0005818 〒510-0854 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
株式会社奥野工業 三重県四日市市塩浜本町２丁目８鋼橋上部工,塗装工事
代表取締役　奥野勉 ７６－１

TEL 059-346-9311 /FAX 059-346-9314
a0000085 〒510-0074 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社奥村組　三重営業所 三重県四日市市鵜の森１丁目３番鋼構造物工事,ほ装工事,水道施設工事
所長　山口大輔 １５号

TEL 059-356-5381 /FAX 059-356-5382
a0003916 〒450-0003 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構
奥村組土木興業株式会社　名古 愛知県名古屋市中村区名駅南４－造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事
屋支店 ８－１７　ダイドー名駅南第２ビ
支店長　村上貞行 ル

TEL 052-583-1560 /FAX 052-583-1561
a0004410 〒104-0061 管工事,機械器具設置工事,さく井工事
小櫛探鉱鑿泉株式会社 東京都中央区銀座３－４－１　大
代表取締役　小櫛邦敬 倉別館５Ｆ

TEL 03-6893-2960 /FAX 03-6893-2771
a0000033 〒515-0077 塗装工事
株式会社小掠塗装店　三重営業 三重県松阪市茶与町５４番地の１
所 ０
所長　上村信之

TEL 0598-23-8849 /FAX 0598-23-4467
a0002773 〒630-8301 土木一式工事,建築一式工事,管工事,ほ装工事,水道施設工事
株式会社尾田組 奈良県奈良市高畑町７３８－２
代表取締役　尾田安信

TEL 0742-26-6011 /FAX 0742-22-6811
a0002604 〒515-1502 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社尾鍋組 三重県松阪市飯高町宮前３２１－クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,
代表取締役　尾鍋哲也 ４ 水道施設工事,解体工事

TEL 0598-46-0234 /FAX 0598-46-1222
a0002217 〒460-0008 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
小原建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄３丁目３２鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,
執行役員支店長　久野文也 番２０号 内装仕上工事,水道施設工事,解体工事

TEL 052-241-9331 /FAX 052-241-2359
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a0006764 〒564-0051 電気工事
株式会社オペレーションサービ 大阪府吹田市豊津町１１番３４号
ス
代表取締役社長　笹川政弘

TEL 06-6190-3030 /FAX 06-6190-2212
a0003762 〒955-0047 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大工工事,左官工
小柳建設株式会社 新潟県三条市東三条１－２１－５ 事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根工事,電気工事,管
代表取締役　小柳卓蔵 工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,鉄筋工事,

ほ装工事,しゅんせつ工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕
TEL 0256-32-0006 上工事,熱絶縁工事,造園工事,さく井工事,建具工事,水道施設工事,解体工事/FAX 0256-34-7601

a0005978 〒542-0081 土木一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事
オリエンタル機電株式会社 大阪府大阪市中央区南船場４丁目
代表取締役　岸邦明 ６番１０号

TEL 06-6251-3415 /FAX 06-6251-3739
a0006216 〒460-0008 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
オリエンタル白石株式会社　名 愛知県名古屋市中区栄２丁目３番クリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,塗装工事,
古屋営業支店 ６号 水道施設工事
支店長　田口晋吉

TEL 052-202-3002 /FAX 052-202-3009
a0006860 〒451-0031 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事
オリエントハウス株式会社　名 愛知県名古屋市西区城西４－２２
古屋支店 －８
支店長　平田範滿

TEL 052-529-6331 /FAX 052-529-6332
a0002407 〒464-0075 電気工事,機械器具設置工事,水道施設工事
オルガノ株式会社　中部支店 愛知県名古屋市千種区内山三丁目
支店長　柴田芳昭 ７番３号

TEL 052-856-1550 /FAX 052-856-1551
a0002181 〒464-0075 土木一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工
オルガノプラントサービス株式 愛知県名古屋市千種区内山３－７事
会社　中部事業所 －３　ＮＴＰプラザ千種内山３階
中部事業所長　木戸正昭

TEL 052-856-0310 /FAX 052-856-0320
a0006700 〒519-3405 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
尾鷲舗道株式会社 三重県北牟婁郡紀北町船津２５１クリート工事,法面処理,ほ装工事
代表取締役　腰山哲也 １番地

TEL 0597-36-1353 /FAX 0597-35-0055
a0007089 〒515-0041 建築一式工事
カイセイ建設株式会社 三重県松阪市上川町１４番地１
代表取締役　下口修一

TEL 0598-31-2168 /FAX 0598-31-2169
a0003086 〒861-0124 鋼構造物工事,機械器具設置工事
開成工業株式会社 熊本県熊本市北区植木町石川４５
代表取締役　德安正範 ０番地１

TEL 096-272-5521 /FAX 096-272-5581
a0006256 〒515-0041 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,解体工事
カイセイ興業株式会社 三重県松阪市上川町１４番地１
代表取締役　下口修一

TEL 0598-31-3997 /FAX 0598-31-3998
a0005805 〒513-0811 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
快晴興業有限会社 三重県鈴鹿市柳町１４４７ クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水
取締役　大谷泰史 道施設工事,解体工事

TEL 059-382-3271 /FAX 059-381-2063
a0000515 〒461-0003 電気工事
株式会社貝出電機商会 愛知県名古屋市東区筒井１－１４
代表取締役　貝出賢司 －２

TEL 052-935-6703 /FAX 052-935-2085
a0005284 〒634-0827 土木一式工事,管工事
開発機構株式会社 奈良県橿原市光陽町２７５
代表取締役　山口善理子

TEL 0744-27-1447 /FAX 0744-27-1447
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a0000330 〒511-0068 土木一式工事,電気工事,管工事,水道施設工事,消防施設工事,
株式会社カキトー 三重県桑名市中央町２－３９ 解体工事
代表取締役　伊藤明人

TEL 0594-21-3711 /FAX 0594-21-3278
a0005425 〒920-0346 土木一式工事,建築一式工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,
株式会社柿本商会 石川県金沢市藤江南２丁目２８番機械器具設置工事,電気通信工事,水道施設工事,消防施設工事
代表取締役社長　柿本一如 地

TEL 076-268-2111 /FAX 076-268-2422
a0007075 〒510-1322 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
角文株式会社　三重営業所 三重県三重郡菰野町大字田口新田鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,
所長　酒井康之 字北沢２８７２番地３ 水道施設工事,解体工事

TEL 059-337-9033 /FAX 059-396-3021
a0005390 〒519-0147 電気工事
有限会社笠井電気工業所 三重県亀山市山下町３４
代表取締役　奥村準

TEL 0595-82-0684 /FAX 0595-82-4505
a0003028 〒512-1205 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,解体
株式会社笠井土木 三重県四日市市平尾町３２５４－工事
代表取締役　笠井良一 １

TEL 059-327-1637 /FAX 059-327-1638
a0002481 〒444-0324 電気工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事
鍛治賢工業株式会社 愛知県西尾市寺津町三ノ割３１番
代表取締役　岩瀬俊也 地１

TEL 0563-59-8178 /FAX 0563-59-4010
a0007090 〒460-0003 土木一式工事,建築一式工事
株式会社鍜治田工務店　名古屋 愛知県名古屋市中区錦１丁目１０
支店 番２７号
取締役支店長　柏原幸嗣

TEL 052-232-0808 /FAX 052-232-0806
a0006198 〒107-0051 電気工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工事,清掃施設工
鹿島環境エンジニアリング株式 東京都港区元赤坂１丁目５番３１事
会社 号
代表取締役　新川隆夫

TEL 03-3746-7681 /FAX 03-3746-7680
a0003156 〒510-0074 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
鹿島建設株式会社　三重営業所 三重県四日市市鵜の森一丁目４番工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根
所長　大橋昇一 ３号　メディカルセンタービル２工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋上部

Ｆ 工,ほ装工事,しゅんせつ工事,内装仕上工事,水道施設工事,解
TEL 059-329-5861 体工事/FAX 059-329-5862

a0006623 〒515-2407 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
粕谷組 三重県松阪市嬉野矢下町４７７番
事業主　粕谷敏民 地

TEL 0598-43-2405 /FAX 0598-43-2405
a0002633 〒497-8501 土木一式工事,建築一式工事,管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,
株式会社加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田しゅんせつ工事,防水工事,造園工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役社長　加藤明 字下市場１９番地の１

TEL 0567-95-2181 /FAX 0567-96-1184
a0006568 〒503-2505 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大工工事,
加藤建設株式会社 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神 左官工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根工事,
代表取締役　森晃廣 １１５８番地の１ タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,鉄筋工事,

ほ装工事,しゅんせつ工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,
TEL 0585-45-7033 内装仕上工事,熱絶縁工事,造園工事,建具工事,水道施設工事/FAX 0585-45-7034

a0003526 〒466-0041 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
加藤建設株式会社 愛知県名古屋市昭和区出口町２－工事,水道施設工事
代表取締役　野中千晴 ４０

TEL 052-851-6241 /FAX 052-853-5265
a0002649 〒516-0017 電気工事
株式会社加藤電気 三重県伊勢市神久３丁目２番１２
代表取締役　加藤高敏 号

TEL 0596-28-3666 /FAX 0596-28-3222
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a0004387 〒518-0417 塗装工事,防水工事
株式会社加藤塗装工業 三重県名張市富貴ケ丘４番町２５
代表取締役　加藤幸村 ８１番地１１２

TEL 0595-51-9223 /FAX 0595-51-9223
a0007303 〒573-0084 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社カナヱ商会 大阪府枚方市香里ケ丘３丁目８－塗装工事,防水工事,水道施設工事
代表取締役　鼎愛子 ４２

TEL 072-877-4535 /FAX 072-877-4533
a0002550 〒450-0003 電気工事,電気通信工事
株式会社カナデン　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁
支店長　廣瀬良介 目１９番１号

TEL 052-588-2000 /FAX 052-588-2005
a0003180 〒604-0867 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
金下建設株式会社　京都支店 京都府京都市中京区丸太町通室町ほ装工事,塗装工事,水道施設工事,解体工事
執行役員京都支店長　中村健一 東入常真横町１９０番地の２

TEL 075-211-8411 /FAX 075-211-6450
a0007107 〒510-0216 電気工事
株式会社カノン電気 三重県鈴鹿市野町中２－１７－５
代表取締役　村田昌弘

TEL 059-368-1882 /FAX 059-368-1882
a0007001 〒460-0008 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株木建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄四丁目７番クリート工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事
支店長　佐藤征吾 １０号　栄第８ロイヤルビル１０

階
TEL 052-249-5685 /FAX 052-249-5688

a0002687 〒761-0196 機械器具設置工事,清掃施設工事
鎌長製衡株式会社 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６
代表取締役　鎌田長明

TEL 087-845-1111 /FAX 087-845-7442
a0003997 〒910-0122 とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,造園工事
上屋敷工業株式会社 福井県福井市石盛町２０－４０８
代表取締役　上屋敷芳輝

TEL 0776-56-2310 /FAX 0776-56-0917
a0006468 〒510-0007 塗装工事
亀井美装工業所 三重県四日市市別名一丁目１６番
事業主　亀井幸夫 ２５号

TEL 059-332-3482 /FAX 059-332-3482
a0004539 〒639-0242 機械器具設置工事,清掃施設工事
株式会社カメカワ 奈良県香芝市北今市４－２４５－
代表取締役　亀川法生 １

TEL 0745-76-4128 /FAX 0745-78-0746
a0003511 〒517-0021 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社亀川組 三重県鳥羽市安楽島町１４１２－法面処理,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工
代表取締役　亀川稔 １７ 事,解体工事

TEL 0599-25-6838 /FAX 0599-25-6978
a0005559 〒515-2334 造園工事
有限会社かめの森 三重県松阪市嬉野黒野町１８１９
代表取締役　玉野隆

TEL 0598-42-8095 /FAX 0598-42-8096
a0004252 〒519-0166 電気工事,機械器具設置工事,さく井工事
株式会社亀山鑿泉工業 三重県亀山市布気町１４７－１
代表取締役　仲野良照

TEL 0595-82-0129 /FAX 0595-83-5388
a0000995 〒518-0823 塗装工事
株式会社河合振美堂 三重県伊賀市四十九町２０１３
代表取締役　小原澤治

TEL 0595-21-1171 /FAX 0595-21-4929
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a0002415 〒510-0071 電気工事
川北電気工業株式会社　三重営 三重県四日市市西浦一丁目４番１
業所 １号
所長　石川弥年

TEL 059-353-1305 /FAX 059-353-7308
a0003138 〒512-0902 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社カワサキグリーン 三重県四日市市小杉町１００３番クリート工事,法面処理,造園工事
代表取締役　川嵜基晴 地

TEL 059-331-4902 /FAX 059-331-4050
a0003339 〒450-6041 清掃施設工事
川崎重工業株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目
支社長　小西昇 １番４号

TEL 052-388-2211 /FAX 052-388-2210
a0006133 〒498-0813 管工事
川崎設備工業株式会社　三重営 三重県桑名郡木曽岬町大字富田子
業所 ２４０－２
所長　河尻直樹

TEL 0567-68-5061 /FAX 0567-68-5062
a0000489 〒464-0851 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,鋼構造
株式会社川島鉄工所 愛知県名古屋市千種区今池南２９物工事,塗装工事,機械器具設置工事,水道施設工事
代表取締役　川島義久 －１６

TEL 052-741-1201 /FAX 052-741-1204
a0004254 〒101-0054 電気工事,管工事,機械器具設置工事
川重商事株式会社　東京本社 東京都千代田区神田錦町３丁目１
工事統括部長　松井繁雄 ３番地

TEL 03-6744-1000 /FAX 03-6744-1100
a0007260 〒452-0805 管工事,機械器具設置工事
川重冷熱工業株式会社　中日本 愛知県名古屋市西区市場木町３９
支社 ０番地　ミユキアネックスⅡ
支社長　高畑輝彦

TEL 052-509-1850 /FAX 052-509-1851
a0002609 〒510-0863 電気工事,消防施設工事
株式会社川瀬電気工業所　三重 三重県四日市市大字塩浜８７５番
営業所 地
所長　伊藤亮三

TEL 059-346-1082 /FAX 059-346-1322
a0002072 〒510-0068 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
川田建設株式会社　三重営業所 三重県四日市市三栄町３番１４号クリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,水道施設工
所長　森豊 事

TEL 059-351-7117 /FAX 059-351-7127
a0002376 〒460-0008 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
川田工業株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市中区栄２－４－１鋼橋上部工
所
所長　麻畠康弘

TEL 052-222-6166 /FAX 052-222-6169
a0006749 〒510-1322 電気工事,機械器具設置工事
有限会社川原工業 三重県三重郡菰野町大字田口新田
代表取締役　川原裕治 ３０２７番地

TEL 059-340-0345 /FAX 059-340-0377
a0002308 〒510-8121 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社河村産業所　三重支店 三重県三重郡川越町大字高松字乾び・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装
支店長　福島英文 ２１１ 工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-363-2247 /FAX 059-363-2279
a0001334 〒519-0148 土木一式工事,管工事,水道施設工事
有限会社河村設備 三重県亀山市木下町５２２番地
代表取締役　河村建

TEL 0595-82-9201 /FAX 0595-82-8877
a0002607 〒462-0837 土木一式工事,管工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,水
株式会社環境開発　名古屋営業 愛知県名古屋市北区大杉２丁目１道施設工事,解体工事
所 ０－１３
所長　森哲夫

TEL 052-911-0746 /FAX 052-911-0747

IP56PA20



業者名簿
  22 頁

部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
a0005859 〒819-0001 土木一式工事,建築一式工事
株式会社環境施設 福岡県福岡市西区小戸三丁目５０
代表取締役　田中直継 番２０号

TEL 092-894-6168 /FAX 092-894-6172
a0003105 〒612-8469 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,しゅん
環境テクノス株式会社 京都府京都市伏見区中島河原田町せつ工事,塗装工事
代表取締役　武藤大志郎 ３０

TEL 075-748-6766 /FAX 075-748-6786
a0006787 〒564-0052 電気工事,管工事,塗装工事,機械器具設置工事
関西化工株式会社 大阪府吹田市広芝町９－９
代表取締役　濱井成幸

TEL 06-6192-5830 /FAX 06-6192-5831
a0004111 〒658-0023 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
関西化工建設株式会社 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４クリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,塗装工事,
代表取締役　妹尾功 番地４ 水道施設工事

TEL 078-569-1200 /FAX 078-436-0095
a0005672 〒556-0006 鋼構造物工事,機械器具設置工事
関西機設株式会社 大阪府大阪市浪速区日本橋東１丁
代表取締役社長　岩本和雄 目１２番４号

TEL 06-6633-1063 /FAX 06-6643-0780
a0003919 〒463-0021 土木一式工事,しゅんせつ工事
株式会社関西工業所　名古屋支 愛知県名古屋市守山区大森１丁目
店 １１０６番地
支店長　小倉隆二

TEL 052-798-1528 /FAX 052-799-0644
a0000757 〒513-0813 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事,ほ装工事,
株式会社カンセイ 三重県鈴鹿市北玉垣町５８－１ しゅんせつ工事
代表取締役　大谷航平

TEL 059-382-1265 /FAX 059-382-8094
a0006783 〒498-0038 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社環整 愛知県弥富市中山町懸廻１３８番クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,水道施設工事
代表取締役　佐野弘樹 地の１

TEL 0567-65-3333 /FAX 0567-65-3121
a0002996 〒510-0064 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,しゅ
管清工業株式会社　四日市営業 三重県四日市市新正３丁目５－５んせつ工事,水道施設工事
所 永田ビル３Ｆ
所長　市川康浩

TEL 059-354-1181 /FAX 059-354-1187
a0006419 〒460-0008 電気工事,電気通信工事
株式会社関電工　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄１丁目２番
執行役員支店長　松岡義則 ７号　名古屋東宝ビル６階

TEL 052-211-4950 /FAX 052-211-4951
a0002235 〒454-0022 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社ガイアート　中部支店 愛知県名古屋市中川区露橋二丁目クリート工事,法面処理,石工事,ほ装工事
執行役員支店長　渕上修 ３０番４号

TEL 052-361-3251 /FAX 052-353-6468
a0001449 〒513-0012 造園工事
有限会社岳楠造園 三重県鈴鹿市石薬師町２４５７－
代表取締役　久保田洋子 ５６３

TEL 059-374-3001 /FAX 059-374-4438
a0003920 〒153-0041 電気通信工事
キャパコンインスツルメンツ株 東京都目黒区駒場４丁目７番３号
式会社
代表取締役　奥野幸一朗

TEL 03-3468-8900 /FAX 03-6804-7659
a0003044 〒510-8011 電気通信工事
教育産業株式会社　三重営業所 三重県四日市市東茂福町２番ー１
所長　山田浩貴 １

TEL 059-364-8967 /FAX 059-364-8896
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a0003994 〒335-0023 機械器具設置工事
協栄工業株式会社 埼玉県戸田市本町２丁目１０番１
代表取締役　纐纈孝義 号

TEL 048-445-7388 /FAX 048-445-7385
a0002460 〒450-6033 電気工事,電気通信工事
株式会社京三製作所　名古屋支 愛知県名古屋市中村区名駅１－１
店 －４
支店長　中村哲也

TEL 052-582-5811 /FAX 052-582-5816
a0005937 〒140-8870 電気工事,電気通信工事
京セラコミュニケーションシス 東京都品川区東品川３－３２－４
テム株式会社 ２　ＩＳビル
代表取締役社長　黒瀬善仁

TEL 03-5931-2011 /FAX 03-5931-2027
a0004369 〒520-3435 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
京都建物辻正株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町相模１４１番び・土工・コンクリート工事,法面処理,屋根工事,鋼構造物工
代表取締役　辻政志 地の１ 事,ほ装工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,建具工事,解体

工事
TEL 0748-88-3200 /FAX 0748-88-3226

a0006552 〒510-0064 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,機械器
株式会社共同 三重県四日市市新正三丁目１７番具設置工事,解体工事
代表取締役　石垣和哉 ６号

TEL 059-346-4168 /FAX 059-346-6986
a0003921 〒453-0861 機械器具設置工事
共立機巧株式会社 愛知県名古屋市中村区岩塚本通３
代表取締役　西田憲司 －３

TEL 052-412-5111 /FAX 052-412-9000
a0006397 〒460-0017 建築一式工事
共立建設株式会社　東海支店 愛知県名古屋市中区松原三丁目２
支店長　森比呂志 番８号

TEL 052-324-2191 /FAX 052-324-8050
a0003773 〒460-0002 土木一式工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工事,清掃施
共和化工株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内１－９設工事
支店長　小金丸武己 －２１　丸の内ＩＨビル３０１号

室
TEL 052-211-9245 /FAX 052-211-9244

a0003423 〒538-0042 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事,水道施設工事
協和機電工業株式会社　大阪支 大阪府大阪市鶴見区今津中三丁目
店 １１番６号
支店長　村田隆

TEL 06-6964-0099 /FAX 06-6964-0039
a0006570 〒572-0820 電気工事,管工事,機械器具設置工事
株式会社共和技電 大阪府寝屋川市中木田町３１番１
代表取締役　中井茂貴 ３号

TEL 072-825-3500 /FAX 072-825-3345
a0001326 〒510-0256 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社共和建設 三重県鈴鹿市磯山４－８－２５ クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,塗装工事,造園工事,
代表取締役　砂押秀樹 解体工事

TEL 059-387-1921 /FAX 059-388-0115
a0000894 〒515-0002 さく井工事
協和地研株式会社 三重県松阪市郷津町１６６－８
代表取締役　駒田好孝

TEL 0598-51-5061 /FAX 0598-52-0052
a0000252 〒663-8545 機械器具設置工事,清掃施設工事
極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４
代表取締役　布原達也 ５

TEL 0798-66-1000 /FAX 0798-66-3432
a0003624 〒460-0003 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
極東興和株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１丁目７番クリート工事,鋼構造物工事,塗装工事,水道施設工事
支店長　岡村浩二 ３４号

TEL 052-201-3431 /FAX 052-201-3433
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a0005221 〒660-0892 電気工事,機械器具設置工事
極東サービス株式会社　大阪営 兵庫県尼崎市東難波町５丁目９番
業所 １号
所長　桑村貴裕

TEL 06-6489-2828 /FAX 06-6489-2826
a0002767 〒461-0002 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
木内建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市東区代官町４０－ほ装工事,内装仕上工事,解体工事
支店長　柿崎盛彦 ２９

TEL 052-930-3311 /FAX 052-930-3321
a0001136 〒519-3671 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,タイル
紀州鐵工株式会社 三重県尾鷲市矢浜三丁目３番２０・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水
代表取締役　宇利和洋 号 道施設工事,清掃施設工事,解体工事

TEL 0597-22-0948 /FAX 0597-22-0990
a0000609 〒510-0057 塗装工事,防水工事
有限会社岸本工芸社 三重県四日市市昌栄町１４－９
代表取締役　岸本忠美

TEL 059-351-6262 /FAX 059-351-8080
a0007269 〒510-0226 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
北野工業株式会社 三重県鈴鹿市岸岡町３０９６番地クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事
代表取締役　北野徹 １９

TEL 059-387-0124 /FAX 020-4625-4288
a0002717 〒510-0947 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
北三重技建株式会社 三重県四日市市八王子町２３８０ほ装工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,建具工事,水道施
代表取締役　小林寛也 －３ 設工事,解体工事

TEL 059-321-3510 /FAX 059-321-3290
a0003050 〒510-0829 電気工事,電気通信工事
北三重通信システム株式会社 三重県四日市市城西町１４－９
代表取締役　渡邉将充

TEL 059-353-0505 /FAX 059-353-0885
a0003641 〒515-0019 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社北村組 三重県松阪市中央町３０６－１ ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事
取締役社長　北村浩文

TEL 0598-51-3400 /FAX 0598-51-8150
a0003763 〒518-0113 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,左
株式会社キタモリ 三重県伊賀市古郡５４６－１ 官工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,電気工事,タイ
代表取締役　北森浩貴 ル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせ

つ工事,塗装工事,造園工事,水道施設工事,消防施設工事,解体
TEL 0595-38-1524 工事/FAX 0595-36-9133

a0007189 〒510-0954 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事,しゅん
希代建設株式会社 三重県四日市市釆女町４１９８ せつ工事,解体工事
代表取締役　本郷俊雄

TEL 059-371-0677 /FAX 059-371-1022
a0002775 〒451-0031 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
機動建設工業株式会社　名古屋 愛知県名古屋市西区城西４丁目２クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,
支店 ８番１８号　清光ビル しゅんせつ工事,水道施設工事
支店長　永田知

TEL 052-528-1911 /FAX 052-524-0351
a0002793 〒519-3625 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社紀南組 三重県尾鷲市大字向井４６８－２び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,管工事,鋼構造
代表取締役　南若伯 物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道

施設工事,解体工事
TEL 0597-22-8630 /FAX 059-202-7716

a0001807 〒513-0013 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
衣笠土木有限会社 三重県鈴鹿市国分町１６－１ クリート工事,法面処理,石工事,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上
代表取締役　衣笠玲子 部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事,解体

工事
TEL 059-374-0946 /FAX 059-374-4239

a0005738 〒519-3666 電気工事,消防施設工事
株式会社紀北電工 三重県尾鷲市大字南浦３７４１－
代表取締役　田中久貴 １２

TEL 0597-22-3121 /FAX 0597-23-1122
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(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
a0006843 〒510-0237 建築一式工事,大工工事
株式会社木村建築 三重県鈴鹿市江島町５６９－１
代表取締役　木村光宏

TEL 059-387-9022 /FAX 059-358-1813
a0005975 〒512-1305 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社清倉商店 三重県四日市市西村町３８５０ クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,水道施設工事,解体
代表取締役　菅野智之 工事

TEL 059-339-1700 /FAX 059-339-1466
a0003253 〒510-8122 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
清田軌道工業株式会社　三重営 三重県三重郡川越町大字豊田字南ほ装工事,水道施設工事
業所 台１６９番地
三重営業所長　西口明弘

TEL 059-364-3543 /FAX 059-365-6286
a0003693 〒518-0413 土木一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工
近畿環境サービス株式会社　名 三重県名張市下比奈知３０７２－事
張事業所 ３
所長　上森望

TEL 0595-67-2100 /FAX 0595-67-2101
a0004107 〒673-0443 機械器具設置工事,清掃施設工事
近畿工業株式会社 兵庫県三木市別所町巴２０番地
代表取締役社長　和田知樹

TEL 0794-82-0100 /FAX 0794-82-1314
a0004691 〒530-0044 機械器具設置工事,清掃施設工事
近畿工業株式会社 大阪府大阪市北区東天満２－６ー
代表取締役　田中恒良 ５

TEL 06-6351-7290 /FAX 06-6352-4687
a0000754 〒513-0015 電気工事
近畿電設工業株式会社 三重県鈴鹿市木田町２５５１－１
代表取締役　廣田隆

TEL 059-374-1091 /FAX 059-374-2329
a0005714 〒501-6311 大工工事,左官工事,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロッ
キングラン中部株式会社 岐阜県羽島市上中町長間２４８５ク工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工
代表取締役　林哲也 事,熱絶縁工事,建具工事

TEL 058-398-6681 /FAX 058-398-6700
a0006474 〒513-0002 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理
金代有限会社 三重県鈴鹿市津賀町４７２番地６
取締役　金判燮

TEL 059-389-6259 /FAX 059-389-6359
a0002343 〒510-0861 土木一式工事,建築一式工事,鋼構造物工事,塗装工事
近鉄軌道エンジニアリング株式 三重県四日市市柳町８０番地
会社　名古屋支店
取締役支店長　吉原稔郎

TEL 059-340-3776 /FAX 059-340-0401
a0000289 〒510-0067 土木一式工事,造園工事
近鉄造園土木株式会社　名古屋 三重県四日市市浜田町５番１２号
支店
支店長　弓削満芳

TEL 059-351-8177 /FAX 059-351-7166
a0006115 〒543-0031 電気工事
近鉄電気エンジニアリング株式 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町４
会社 番１３号
取締役社長　喜多勇司

TEL 06-6767-5701 /FAX 06-6762-5679
a0004354 〒542-0076 建築一式工事,電気工事,管工事,タイル・レンガ・ブロック工
近鉄ファシリティーズ株式会社 大阪府大阪市中央区難波２丁目２事,内装仕上工事,消防施設工事
取締役社長　則竹博安 番３号

TEL 06-6211-2091 /FAX 06-6211-2099
a0000157 〒510-0863 電気工事
株式会社きんでん　中部支社三 三重県四日市市大字塩浜字五形花
重営業所 ９５３番地の３
所長　西浦和彦

TEL 059-345-0911 /FAX 059-346-5015

IP56PA20



業者名簿
  26 頁
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a0000003 〒503-0918 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
岐建株式会社 岐阜県大垣市西崎町２－４６ 管工事,ほ装工事,内装仕上工事,造園工事,水道施設工事,解体
代表取締役社長　木村志朗 工事

TEL 0584-81-2121 /FAX 0584-78-2205
a0006082 〒564-0043 土木一式工事,塗装工事,防水工事
技巧エポ株式会社 大阪府吹田市南吹田５丁目３１番
代表取締役　古賀一儀 ２８号

TEL 06-6337-3008 /FAX 06-6337-3020
a0001822 〒513-0836 電気工事,電気通信工事
株式会社九鬼 三重県鈴鹿市国府町１０５２－１
代表取締役　九鬼久雄

TEL 059-378-3070 /FAX 059-378-8010
a0000059 〒510-0012 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社久志本組 三重県四日市市大字羽津乙９３５び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事,塗装工事,防
代表取締役　清水良保 －５ 水工事,解体工事

TEL 059-331-6101 /FAX 059-331-5308
a0006534 〒515-0845 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社久世建設 三重県松阪市伊勢寺町９５４ び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,塗装工事,防水
代表取締役　久世好治 工事,解体工事

TEL 0598-58-2079 /FAX 0598-58-0411
a0000090 〒450-0002 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,鋼構造
株式会社クボタ　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目物工事,機械器具設置工事,水道施設工事
支社長　枡田多人 ２２番８号　（大東海ビル三階）

TEL 052-564-5111 /FAX 052-564-5102
a0002440 〒450-0002 電気工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工事,清掃施設工
クボタ環境エンジニアリング株 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目事
式会社　中部支店 ２２番８号
支店長　西野雅也

TEL 052-564-5050 /FAX 052-564-5107
a0006089 〒450-0002 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,管
株式会社クボタ建設　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目工事,水道施設工事
取締役専務執行役員中部支店長　足立哲二２２番８号

TEL 052-564-0530 /FAX 052-564-0531
a0006495 〒466-0853 機械器具設置工事
クマガイ工業名古屋株式会社 愛知県名古屋市昭和区川原通７丁
代表取締役　岡本誠史 目１４番地

TEL 052-764-0800 /FAX 052-764-0801
a0005663 〒460-0014 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
神稲建設株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市中区富士見町１３塗装工事,解体工事
所 －１９　富士見町八木ビル６０２
営業所長　松山誠 号

TEL 050-3646-7254 /FAX
a0005949 〒456-0013 機械器具設置工事
クマリフト株式会社　名古屋営 愛知県名古屋市熱田区外土居町９
業所 －１４
所長　服部幸浩

TEL 052-683-4601 /FAX 052-683-4602
a0000354 〒515-0063 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社倉口建設 三重県松阪市大黒田町３００番地鋼構造物工事,ほ装工事,水道施設工事
代表取締役　倉口常雄

TEL 0598-21-3003 /FAX 0598-23-3043
a0005549 〒451-0031 土木一式工事,しゅんせつ工事
クリーンサービス株式会社　名 愛知県名古屋市西区城西一丁目９
古屋支店 番５号
支店長　今井雅宏

TEL 052-908-5717 /FAX 052-908-5718
a0002129 〒550-0024 機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社栗田機械製作所 大阪府大阪市西区境川２－１－４
代表取締役　栗田佳直 ４

TEL 06-6582-3001 /FAX 06-6584-0051
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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
a0003922 〒466-0027 建築一式工事,電気工事,塗装工事,防水工事,機械器具設置工事,
株式会社クリタス　東海支店 愛知県名古屋市昭和区阿由知通４清掃施設工事
支店長　影山剛 －１３

TEL 052-853-2667 /FAX 052-853-4195
a0003774 〒510-0074 電気工事,電気通信工事
栗原工業株式会社　三重営業所 三重県四日市市鵜の森１－３－２
所長　森田啓介 ０

TEL 0593-53-7451 /FAX 0593-53-0930
a0005545 〒511-0934 とび・土工・コンクリート工事
株式会社栗原薪行 三重県桑名市大字赤尾５５２
代表取締役　伊藤千穂

TEL 0594-31-3851 /FAX 0594-31-3988
a0002307 〒511-0934 とび・土工・コンクリート工事
栗原製網株式会社 三重県桑名市大字赤尾２５６－３
代表取締役　栗原清幸

TEL 0594-31-2489 /FAX 0594-31-2285
a0004259 〒513-0012 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事
栗原設備工業有限会社 三重県鈴鹿市石薬師町５７１－７
取締役　栗原勇気 ５

TEL 059-374-0222 /FAX 059-374-0960
a0003704 〒460-0008 建築一式工事,解体工事
栗本建設工業株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中区栄二丁目１５
支店 番６号
執行役員支店長　福岡秀夫

TEL 052-228-2137 /FAX 052-228-2139
a0003172 〒450-0003 機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社栗本鐵工所　名古屋支 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁
店 目１７番２３号
支店長　村上政明

TEL 052-551-6930 /FAX 052-551-6940
a0004150 〒511-0825 土木一式工事,管工事,しゅんせつ工事
有限会社桑名環境サービス 三重県桑名市大字上野９５８番地
代表取締役　神農栄一 ３

TEL 0594-22-7776 /FAX 0594-22-0262
a0002200 〒511-0834 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,消防施設工
桑名電気産業株式会社 三重県桑名市大字大福字寺跡４４事
代表取締役　伊藤弘幸 ２

TEL 0594-23-6711 /FAX 0594-21-3916
a0003614 〒520-1212 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社桑原組 滋賀県高島市安曇川町西万木９２鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工
代表取締役　桑原勝良 ６番地 事

TEL 0740-32-2345 /FAX 0740-32-0700
a0005931 〒511-0241 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
株式会社ケーエムサービス 三重県員弁郡東員町大字鳥取６３造園工事
代表取締役　道藤一義 ４番地１１

TEL 0594-76-0953 /FAX 0594-76-0973
a0006514 〒515-0071 管工事
ケーズ・ファクトリー株式会社 三重県松阪市桜町２５－３
代表取締役　鈴木健司

TEL 0598-30-4155 /FAX 0598-26-8148
a0006928 〒515-2112 電気工事
株式会社ＫＴ＇Ｚ 三重県松阪市曽原町６３４－１
代表取締役　加畑友之

TEL 0598-30-5553 /FAX 0598-20-8133
a0005933 〒460-0012 電気工事,電気通信工事
ケーブルシステム建設株式会社 愛知県名古屋市中区千代田二丁目
代表取締役　青山繁行 ２１番１８号

TEL 052-242-7885 /FAX 052-242-5781
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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
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a0006323 〒510-0823 建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート
株式会社ケーペック 三重県四日市市城北町６－７－１工事,法面処理,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工
代表取締役　駒田明久 ００１ 事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,

塗装工事,防水工事,内装仕上工事,熱絶縁工事,建具工事
TEL 059-354-7566 /FAX 059-354-7566

a0006821 〒208-0023 とび・土工・コンクリート工事,内装仕上工事,機械器具設置工
ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７事
代表取締役　深澤重幸 ０番２号

TEL 042-560-2042 /FAX 042-560-2273
a0003635 〒512-0932 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社ケイエヌシステム 三重県四日市市小生町８１６番地
代表取締役　宮下直久 ４

TEL 059-320-3520 /FAX 059-320-3523
a0006050 〒632-0086 電気通信工事
ＫＯＳネットワーク株式会社 奈良県天理市庵治町２９５番地の
代表取締役　福西尚武 ２

TEL 0743-64-2021 /FAX 0743-64-2022
a0005185 〒643-0034 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社ケイズ 和歌山県有田郡有田川町小島３１び・土工・コンクリート工事,法面処理,電気工事,管工事,鋼構
代表取締役　北畑貴行 ３番地９ 造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防

水工事,内装仕上工事,機械器具設置工事,水道施設工事,清掃施
TEL 0737-52-7077 設工事,解体工事/FAX 0737-52-8955

a0002277 〒460-0004 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
ケミカルグラウト株式会社　名 愛知県名古屋市中区新栄町２－３クリート工事,法面処理
古屋支店
執行役員支店長　関谷淳一

TEL 052-951-7813 /FAX 052-951-7864
a0004021 〒510-0835 電気工事,管工事,電気通信工事
有限会社ケルビン 三重県四日市市大井手一丁目４番
代表取締役　坂井昭 ２７号

TEL 059-359-4080 /FAX 059-359-4081
a0003924 〒533-0033 土木一式工事,管工事,しゅんせつ工事
株式会社ケンセイ 大阪府大阪市東淀川区東中島１－
代表取締役　今中康生 １８－２２

TEL 06-6323-6781 /FAX 06-6320-3594
a0006679 〒510-0883 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
コーエイ化工株式会社 三重県四日市市泊小柳町４番６号クリート工事,法面処理,造園工事,解体工事
代表取締役　飯田貴子

TEL 059-347-5231 /FAX 059-347-5231
a0006035 〒461-0004 電気工事,電気通信工事
コイト電工株式会社　名古屋支 愛知県名古屋市東区葵二丁目１２
店 番１号　ナカノビル
支店長　黒川鋭光

TEL 052-939-3970 /FAX 052-939-3971
a0005718 〒518-0743 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,ほ
光輝建設株式会社 三重県名張市梅が丘南３番町６ 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,造園工事,水道施設工事,解
代表取締役　上杉光弘 体工事

TEL 0595-48-7370 /FAX 0595-48-7371
a0004421 〒671-1132 電気工事,タイル・レンガ・ブロック工事,機械器具設置工事,
虹技株式会社 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４－清掃施設工事
代表取締役　山本幹雄 １

TEL 079-236-8818 /FAX 079-236-8878
a0006185 〒460-0012 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社光建 愛知県名古屋市中区千代田一丁目法面処理,石工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅん
代表取締役　正田要一 ７番８号 せつ工事,塗装工事,水道施設工事

TEL 052-251-2261 /FAX 052-251-0267
a0004168 〒452-0946 機械器具設置工事
光伸株式会社　名古屋営業所 愛知県清須市廻間３丁目４番８号
名古屋営業所所長　中島貴朗

TEL 052-401-6405 /FAX 052-401-6333
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a0006084 〒491-0012 機械器具設置工事,清掃施設工事
株式会社荒新機工 愛知県一宮市小赤見字戌亥７４番
代表取締役　新谷匡人 地

TEL 0586-24-7272 /FAX 0586-24-7278
a0000692 〒512-1212 電気工事,管工事,消防施設工事
興伸電気株式会社 三重県四日市市智積町４９－５
代表取締役　山城眞佐巳

TEL 059-326-5217 /FAX 059-326-6744
a0003781 〒451-0062 とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,塗装工事
交通企画株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市西区花の木３丁目
所 ８番４号
所長　若松典生

TEL 052-938-6320 /FAX 052-938-6321
a0006287 〒510-0106 塗装工事,防水工事
株式会社コウノ 三重県四日市市楠町本郷１６６３
代表取締役　河野達治 －１

TEL 059-324-3916 /FAX 059-324-4642
a0003715 〒510-0074 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社鴻池組　三重営業所 三重県四日市市鵜の森１丁目３番び・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構造物工事,ほ装工
所長　笠井智明 ２３号 事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-354-6449 /FAX 059-354-6552
a0005465 〒460-0003 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事
鴻池ビルテクノ株式会社　名古 愛知県名古屋市中区錦２－１９－
屋支店 １
支店長　長岡秀明

TEL 052-202-4627 /FAX 052-202-4631
a0006354 〒105-0011 電気工事
向陽電気工業株式会社 東京都港区芝公園二丁目９番５号
代表取締役　齋藤修

TEL 03-3433-6411 /FAX 03-3433-7985
a0000698 〒510-0891 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
幸和産業株式会社 三重県四日市市日永西五丁目７番クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,
代表取締役　和田巧 ２２号 塗装工事

TEL 059-346-1988 /FAX 059-346-9478
a0002505 〒450-0001 建築一式工事
郡リース株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区那古野１－
支店長　菅沼史樹 ３８－１

TEL 052-551-1661 /FAX 052-563-1775
a0003142 〒460-0008 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
国土防災技術株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中区栄２丁目３番クリート工事,法面処理,造園工事,さく井工事
支店 １６号
支店長　下原甚介

TEL 052-218-5771 /FAX 052-218-5772
a0002060 〒511-0862 土木一式工事,電気工事,管工事,しゅんせつ工事
株式会社コスモ 三重県桑名市大字播磨字岸西下２
代表取締役　木村勇登 ５４５

TEL 0594-22-2211 /FAX 0594-21-7001
a0002194 〒460-0008 土木一式工事,鋼構造物工事,水道施設工事
コスモ工機株式会社　名古屋支 愛知県名古屋市中区栄二丁目４番
店 １８号
支店長　島田太陽

TEL 052-253-7180 /FAX 052-218-6528
a0000573 〒510-8001 塗装工事,防水工事
株式会社小塚装備 三重県四日市市天カ須賀２－４－
代表取締役　小塚俊郎 １

TEL 059-361-6886 /FAX 059-361-6886
a0006549 〒601-8102 電気工事,電気通信工事
株式会社コトネットエンジニア 京都府京都市南区上鳥羽菅田町５
リング 番地
代表取締役　外内孝

TEL 075-692-2511 /FAX 075-691-8233
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a0000332 〒464-0025 とび・土工・コンクリート工事
株式会社コトブキ　名古屋支店 愛知県名古屋市千種区桜が丘２９
支店長　門元久仁夫 ５番地　第８オオタビル５階

TEL 052-386-5067 /FAX 052-386-5609
a0005757 〒467-0012 管工事,機械器具設置工事,水道施設工事
壽化工機株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通１丁
代表取締役　佐藤淳平 目１４番地

TEL 052-853-2361 /FAX 052-853-3701
a0005291 〒530-0043 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
壽環境機材株式会社 大阪府大阪市北区天満１丁目１９び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,塗装工事,機械
代表取締役　髙木眞敏 番４号 器具設置工事,水道施設工事

TEL 06-6352-5880 /FAX 06-6352-9367
a0006110 〒101-0062 とび・土工・コンクリート工事,内装仕上工事
コトブキシーティング株式会社 東京都千代田区神田駿河台一丁目
代表取締役　深澤重幸 ２番１号

TEL 03-5280-5600 /FAX 03-5280-5772
a0002702 〒453-0801 建築一式工事,屋根工事,電気工事,管工事,タイル・レンガ・ブ
コニックス株式会社 愛知県名古屋市中村区太閤４－６ロック工事,鋼構造物工事,内装仕上工事,消防施設工事
代表取締役　吉田治伸 －２２

TEL 052-451-3838 /FAX 052-451-5577
a0007054 〒769-1504 水道施設工事
株式会社小西興発 香川県三豊市豊中町上高野７２９
代表取締役　坂本佑武 番地

TEL 0875-63-9525 /FAX 0875-63-9526
a0000733 〒513-0827 塗装工事,防水工事
有限会社小林塗装商会 三重県鈴鹿市大池２－２５－１
代表取締役　小林則孝

TEL 059-378-0438 /FAX 059-378-7615
a0003927 〒950-0943 建築一式工事,タイル・レンガ・ブロック工事,機械器具設置工
株式会社コモンテックス 新潟県新潟市中央区女池神明２丁事,清掃施設工事
代表取締役　鈴木洋康 目３番地１２

TEL 025-283-9301 /FAX 025-285-6388
a0000218 〒463-0065 鋼構造物工事,内装仕上工事,機械器具設置工事
金剛株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市守山区廿軒家１５
支店長　堂脇哲也 －２３

TEL 052-796-1730 /FAX 052-796-1736
a0006105 〒543-0051 建築一式工事
株式会社金剛組 大阪府大阪市天王寺区四天王寺１
代表取締役社長　多田俊彦 丁目１４番２９号

TEL 06-6779-7731 /FAX 06-6779-7133
a0007226 〒460-0002 土木一式工事,建築一式工事,左官工事,とび・土工・コンクリ
株式会社コンステック　名古屋 愛知県名古屋市中区丸の内３－２ート工事,鋼構造物工事,塗装工事,防水工事,解体工事
支店 １－２５
支店長　渋谷徹

TEL 052-212-9010 /FAX 052-212-9012
a0000970 〒516-0051 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社近藤建設 三重県伊勢市上地町３６０４－１び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,管工事,鋼構造
代表取締役　近藤隆男 物工事,鋼橋上部工,鉄筋工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装

工事,防水工事,熱絶縁工事,造園工事,水道施設工事
TEL 0596-28-0245 /FAX 0596-28-0250

a0000478 〒457-8535 建築一式工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事
近藤産興株式会社 愛知県名古屋市南区浜田町１－１
代表取締役　近藤昌三 ０

TEL 052-614-2511 /FAX 052-611-5826
a0001321 〒513-0036 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,ほ装工
近藤緑化株式会社 三重県鈴鹿市矢橋１－２３－４ 事,造園工事
代表取締役　近藤敏

TEL 059-382-6125 /FAX 059-383-1843
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a0006060 〒183-8530 建築一式工事,機械器具設置工事
株式会社五藤光学研究所 東京都府中市矢崎町四丁目１６番
取締役社長　五藤信隆 地

TEL 042-362-5311 /FAX 042-402-0123
a0003193 〒510-0075 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
五洋建設株式会社　三重営業所 三重県四日市市安島１丁目７番１クリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
所長　青鹿貴一 ２号 装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-351-1355 /FAX 059-351-1353
a0000195 〒450-6420 管工事
斎久工業株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目
支店長　五味利生 ２８番１２号　大名古屋ビルヂン

グ
TEL 052-433-2212 /FAX 052-433-2213

a0002302 〒511-0808 土木一式工事,プレストレストコンクリート,石工事,鋼構造物
彩建設株式会社 三重県桑名市大字下深谷部８０８工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事
代表取締役　三﨑愛 番地２

TEL 059-449-5682 /FAX 059-449-5683
a0000358 〒527-0034 電気工事,管工事,消防施設工事
サイテック株式会社 滋賀県東近江市沖野１－１－３７
代表取締役　斉藤香一

TEL 0748-23-2364 /FAX 0748-24-0613
a0005554 〒466-0023 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,解体工事
斎藤建設株式会社 愛知県名古屋市昭和区石仏町１丁
代表取締役　斎藤浩司 目９３番地

TEL 052-853-1261 /FAX 052-852-2617
a0000318 〒559-0016 土木一式工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事
株式会社斉藤鐵工所 大阪府大阪市住之江区西加賀屋２
代表取締役　齋藤昇 －３－２４

TEL 06-6681-3775 /FAX 06-6681-3740
a0002418 〒573-0112 機械器具設置工事,水道施設工事
西戸崎興産株式会社　関西営業 大阪府枚方市尊延寺６丁目３１番
所 地６－１０５号
所長　東村憲和

TEL 072-897-1617 /FAX 072-897-1618
a0005692 〒601-8027 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
酒井工業株式会社 京都府京都市南区東九条中御霊町クリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工
代表取締役　仲辻浩一 ５３－４

TEL 075-634-7033 /FAX 075-634-7034
a0005392 〒510-8001 とび・土工・コンクリート工事
サカクラネット有限会社 三重県四日市市天ヵ須賀４－５－
代表取締役　坂倉幸治 ３３

TEL 059-365-9659 /FAX 059-363-3967
a0004261 〒460-0003 土木一式工事,ほ装工事
坂田建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦３丁目１３
支店長　平野公一 番５号　中央マンションビル４１

０号室
TEL 052-971-9233 /FAX 052-971-9234

a0004262 〒513-0811 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社サクマ工業 三重県鈴鹿市柳町１６７８番地 クリート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
代表取締役　佐久間潔 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-383-8038 /FAX 059-383-8039
a0002787 〒519-0414 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社桜井組 三重県度会郡玉城町佐田２４１番び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,しゅ
代表取締役　板谷一満 地の２ んせつ工事,造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0596-58-3067 /FAX 0596-58-6351
a0006090 〒519-0163 建築一式工事
櫻井住建株式会社 三重県亀山市亀田町４００－６０
代表取締役　櫻井誠

TEL 0595-96-9711 /FAX 0595-96-9311
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a0001715 〒512-0932 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,造園工事
株式会社さくら緑化 三重県四日市市小生町２３６－３
代表取締役　田中利男 ４

TEL 059-352-9021 /FAX 059-352-6331
a0007325 〒511-1145 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社サコス 三重県桑名市長島町大島１２７番クリート工事,法面処理,ほ装工事
代表取締役　髙木智昭 地５

TEL 0594-42-2263 /FAX 059-329-6553
a0003471 〒510-0812 とび・土工・コンクリート工事,屋根工事,塗装工事,防水工事
株式会社ササキ塗研 三重県四日市市大字西阿倉川１１
代表取締役　佐々木康二 ３１－１

TEL 059-332-0758 /FAX 059-333-1718
a0005641 〒739-8602 建築一式工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事
株式会社サタケ 広島県東広島市西条西本町２番３
代表取締役　松本和久 ０号

TEL 082-420-8508 /FAX 082-420-8593
a0001465 〒515-0817 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社佐田組 三重県松阪市井村町４７４ クリート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
代表取締役　大瀬たまみ 装工事,塗装工事,造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0598-23-2965 /FAX 0598-21-6361
a0006508 〒458-0925 建築一式工事
さつき建設株式会社 愛知県名古屋市緑区桶狭間３７１
代表取締役　小澤守 ３番

TEL 052-623-6301 /FAX 052-623-6300
a0002513 〒511-1143 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,解体
株式会社佐藤組　三重支店 三重県桑名市長島町西外面３８７工事
支店長　佐藤みどり 番地

TEL 0594-42-0093 /FAX 0594-42-0721
a0002583 〒510-0854 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
佐藤工業株式会社　三重営業所 三重県四日市市塩浜本町一丁目８工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石
所長　勝俣修 番地２ 工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,

ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,
TEL 059-347-1220 造園工事,水道施設工事,解体工事/FAX 059-345-0212

a0002428 〒460-0002 鋼構造物工事,鋼橋上部工
佐藤鉄工株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目
所 １８番１号
所長　大森祐悦

TEL 052-961-6200 /FAX 052-968-2250
a0005377 〒462-0034 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
株式会社佐藤渡辺　中部支店 愛知県名古屋市北区天道町３－１
執行役員支店長　高畑一幸 ５

TEL 052-913-3266 /FAX 052-913-3267
a0003735 〒513-0801 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社佐野組 三重県鈴鹿市神戸７－１１－２ 管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水道施設工事,解
代表取締役　佐野耕一 体工事

TEL 059-382-0645 /FAX 059-383-7901
a0006263 〒511-0068 塗装工事,防水工事
株式会社佐野塗工店　三重営業 三重県桑名市中央町２丁目５３－
所 １
営業所所長　鈴木賀也

TEL 0594-25-1121 /FAX 0594-25-1131
a0005948 〒542-0073 機械器具設置工事
サノヤス・エンテック株式会社 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目
代表取締役社長　浅尾洋光 １７－１７

TEL 06-6632-8161 /FAX 06-6632-8168
a0005878 〒519-2175 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社サムスアップエンジニ 三重県多気郡多気町前村８０６番
アリング 地３
代表取締役　谷口一博

TEL 0598-39-3099 /FAX 0598-39-3903
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a0000514 〒450-0002 管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工事,清掃施
株式会社サムテック 愛知県名古屋市中村区名駅５－１設工事
代表取締役　森一夫 ８－６

TEL 052-586-2961 /FAX 052-586-3051
a0001709 〒510-0061 消防施設工事
サン・インターナショナル株式 三重県四日市市朝日町１－４
会社
代表取締役　山手大嗣

TEL 059-351-3443 /FAX 059-351-3398
a0003379 〒519-3406 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装
三栄建設株式会社 三重県北牟婁郡紀北町相賀２０１工事,水道施設工事
代表取締役　北村昌幸 番地２

TEL 0597-33-0180 /FAX 0597-33-0181
a0003473 〒510-8006 電気工事,機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社三栄工業 三重県四日市市東富田町２６－３
代表取締役　渡部英典 ３

TEL 059-365-3404 /FAX 059-365-3988
a0000421 〒467-0854 管工事,機械器具設置工事
サンエイ工業株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区浮島町１０
代表取締役　高木克己 －１５

TEL 052-692-0177 /FAX 052-692-9204
a0003928 〒510-0005 機械器具設置工事
株式会社サンエレベーター 三重県四日市市山手町３３９６番
代表取締役　諸戸公一 地

TEL 059-340-5750 /FAX 059-332-8808
a0000272 〒480-0202 管工事,機械器具設置工事
株式会社三協 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場
代表取締役　野原秀雄 字野田１１２

TEL 0568-28-1771 /FAX 0568-28-3754
a0006692 〒510-1233 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
三恭工業有限会社 三重県三重郡菰野町大字菰野２２工工事,左官工事,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック
代表取締役　山本敦 ９７番地５ 工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,鉄筋工事,ほ装工事,しゅんせ

つ工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工
TEL 059-394-0939 事,熱絶縁工事,建具工事,水道施設工事,解体工事/FAX 059-394-0092

a0003791 〒450-0002 電気工事,機械器具設置工事,さく井工事
三協工業株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市中村区名駅２－３
所 ８－２
所長　福岡邦昭

TEL 052-563-0171 /FAX 052-586-3055
a0000875 〒515-0045 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社三協電工社 三重県松阪市駅部田町４５７－３
代表取締役　角谷樹大 ０

TEL 0598-26-6088 /FAX 0598-23-8723
a0003447 〒515-0212 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,ほ装
有限会社三協保道 三重県松阪市稲木町１２３６－４工事,塗装工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　小山貴志

TEL 0598-28-3323 /FAX 0598-28-4829
a0002744 〒519-0506 塗装工事,防水工事
有限会社三協リフォーム 三重県伊勢市小俣町湯田１４５４
代表取締役　服部司 －１

TEL 0596-27-0731 /FAX 0596-27-1089
a0003282 〒450-8567 機械器具設置工事
三機環境サービス株式会社　名 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目
古屋営業所 ４５番７号
所長　安田義礼

TEL 052-582-5529 /FAX 052-582-5545
a0003512 〒450-8567 建築一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工
三機工業株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目事,清掃施設工事
常務執行役員支社長　波多野宏行４５番７号

TEL 052-582-5522 /FAX 052-581-1055
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a0000359 〒448-0007 鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工事
三基工業株式会社 愛知県刈谷市東境町住吉６５番地
代表取締役　神谷浩基 ２

TEL 0566-36-5057 /FAX 0566-36-5344
a0007085 〒510-0067 塗装工事,防水工事
株式会社サンケークラフト 三重県四日市市浜田町１８番３号
代表取締役　山形和也 酢文ビル２Ｃ

TEL 059-352-6090 /FAX 059-202-1675
a0002293 〒511-0266 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社サンケイ開発 三重県いなべ市大安町石榑南１０クリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
代表取締役　三﨑金清 ２２ 装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0594-78-3336 /FAX 0594-78-3359
a0006336 〒564-0054 機械器具設置工事
株式会社サンケン・エンジニア 大阪府吹田市芳野町２番８号
リング　大阪支店
支店長　中沢秀記

TEL 06-6338-8052 /FAX 06-6338-8053
a0005603 〒510-0891 建具工事
三建金物株式会社 三重県四日市市日永西２－２１－
代表取締役　上田敏明 １

TEL 059-346-5151 /FAX 059-346-6684
a0003208 〒510-0068 管工事
三建設備工業株式会社　三重営 三重県四日市市三栄町３－１４
業所 カタオカビル６０３
所長　光岡誠一郎

TEL 059-327-5152 /FAX 059-327-5153
a0005748 〒329-1571 機械器具設置工事
株式会社サンコーマテリアル 栃木県矢板市片岡２０６６－２
代表取締役　佐藤英俊

TEL 0287-47-4583 /FAX 0287-47-4584
a0001817 〒510-0225 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,鋼構造
三交安全施設株式会社 三重県鈴鹿市若松東３丁目２１－物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事
代表取締役　杉田敦 １０

TEL 059-389-5672 /FAX 059-389-5673
a0007181 〒510-0064 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,防水工事,解体
株式会社三光エンジニアリング 三重県四日市市新正四丁目１６番工事
代表取締役　中村紘章 １６号　ＳＡＮＫＯビル

TEL 059-355-1600 /FAX 059-357-4212
a0003184 〒450-0003 管工事
株式会社三晃空調　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南２－
支店長　田中良治 １４－１９

TEL 052-581-8571 /FAX 052-581-8570
a0003929 〒581-0039 機械器具設置工事,清掃施設工事
三広工業株式会社 大阪府八尾市太田新町６－２６
代表取締役　庄井弘樹

TEL 072-949-6591 /FAX 072-948-2257
a0000295 〒551-0023 機械器具設置工事
三晃工業株式会社 大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１
代表取締役　山梶章 ５番２６号

TEL 06-6555-7052 /FAX 06-6555-7080
a0003725 〒510-0951 電気工事
三州電設株式会社 三重県四日市市小古曽東２－９－
代表取締役　清水永行 ９

TEL 059-346-7273 /FAX 059-345-1620
a0003382 〒444-1154 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施
サン・シールド株式会社 愛知県安城市桜井町城阿原２８ 設工事
代表取締役　米森清祥

TEL 0566-99-6860 /FAX 0566-99-6861
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a0001518 〒516-0006 土木一式工事,建築一式工事,管工事,機械器具設置工事,水道施
株式会社サンシン 三重県伊勢市田尻町４４１番地１設工事
代表取締役　山下智史

TEL 0596-31-1311 /FAX 0596-31-1313
a0002251 〒461-0004 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,塗装工事,防水
三信建設工業株式会社　名古屋 愛知県名古屋市東区葵１－１－２工事,さく井工事
支店 ２
執行役員支店長　安江利之

TEL 052-938-3011 /FAX 052-938-3012
a0006307 〒134-0091 機械器具設置工事
三辰精工株式会社 東京都江戸川区船堀四丁目１２番
代表取締役　本間雅剛 １０号

TEL 03-3680-2501 /FAX 03-3680-2506
a0000276 〒453-0013 管工事,機械器具設置工事
株式会社三進ろ過工業 愛知県名古屋市中村区亀島２－２
代表取締役　柳下幸一 ２－２

TEL 052-452-3301 /FAX 052-452-1512
a0000333 〒532-0004 機械器具設置工事
サンセイ株式会社 大阪府大阪市淀川区西宮原１－６
代表取締役　小嶋敦 －２

TEL 06-6395-2231 /FAX 06-6395-2266
a0003930 〒453-0837 機械器具設置工事
三精工事サービス株式会社　名 愛知県名古屋市中村区二瀬町１６
古屋支店 １
専務取締役名古屋支店長　高岡岳史

TEL 052-419-5050 /FAX 052-414-2788
a0007248 〒461-0001 機械器具設置工事
三精テクノロジーズ株式会社 愛知県名古屋市東区泉２丁目２８
名古屋営業所 番２３号
所長　山下厚志

TEL 052-937-0501 /FAX 052-937-0502
a0000739 〒510-0944 電気工事,管工事
株式会社三扇 三重県四日市市笹川三丁目１２７
代表取締役　光本正 番地

TEL 059-329-7230 /FAX 059-329-7313
a0002705 〒515-1104 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
三創建設有限会社 三重県松阪市桂瀬町２１７－１ び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事
代表取締役　中村孝雄

TEL 0598-36-0407 /FAX 0598-36-0187
a0005216 〒515-2109 電気工事,電気通信工事
三通建設工事株式会社 三重県松阪市小野江町６４４－６
代表取締役　下村卓史

TEL 0598-56-9006 /FAX 0598-56-9022
a0007099 〒511-0939 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事
サンテック株式会社 三重県桑名市大字坂井６２４番地
代表取締役　三﨑太地 １

TEL 0594-84-6977 /FAX 0594-84-6966
a0007167 〒466-0064 電気工事
株式会社サンテック　中部支社 愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目
支社長　鈴木啓示 １４番２０号

TEL 052-872-3951 /FAX 052-871-9851
a0006634 〒529-1811 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社三東工業社 滋賀県甲賀市信楽町江田６１０番ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　奥田克実 地

TEL 0748-82-1111 /FAX 0748-82-1114
a0000242 〒510-0874 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事,機械器具
株式会社三東工業所 三重県四日市市河原田町字松本１設置工事,水道施設工事,消防施設工事
代表取締役　川﨑哲 ３３３－１

TEL 059-346-1311 /FAX 059-346-6315
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a0002410 〒462-0847 電気工事,管工事,消防施設工事
三宝電機株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市北区金城３－１２
執行役員支店長　朝日奈芳隆 －１４

TEL 052-916-3311 /FAX 052-914-7535
a0006904 〒464-0075 建築一式工事
サンヨーリフォーム株式会社 愛知県名古屋市千種区内山３－３
中部支店 ０－９　ｎｏｎｏｈａ千種６階
取締役中部支店長　品川博史

TEL 052-741-9755 /FAX 052-741-9757
a0004738 〒520-3426 土木一式工事,建築一式工事,管工事
三陽建設株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野８９０
代表取締役　阪本仁彦 －１

TEL 0748-88-3220 /FAX 0748-88-3241
a0003501 〒510-0863 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
サンリツ工業株式会社 三重県四日市市大字塩浜３４６－事,しゅんせつ工事
代表取締役　岡本史生 １

TEL 059-347-0151 /FAX 059-347-0368
a0003026 〒517-0213 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社サンロードみえ 三重県志摩市磯部町穴川１１５４クリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
代表取締役社長　浦川英久 －１ 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事

TEL 0599-55-0314 /FAX 0599-55-2221
a0005614 〒612-8496 とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,塗
株式会社三和工機 京都府京都市伏見区久我西出町１装工事,機械器具設置工事
代表取締役　太田良成 １番地の１４７

TEL 075-933-7212 /FAX 075-934-7182
a0006098 〒452-0815 電気工事,電気通信工事
サンワコムシスエンジニアリン 愛知県名古屋市西区八筋町２２６
グ株式会社　東海支店
支店長　岡田知博

TEL 052-325-6061 /FAX 052-504-2550
a0003467 〒518-0001 電気工事,電気通信工事
株式会社三和電気商会 三重県伊賀市佐那具町５２８－６
代表取締役　恒岡治郎

TEL 0595-23-3056 /FAX 0595-23-1424
a0002455 〒450-0003 電気工事
三和電気土木工事株式会社　名 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁
古屋支店 目１１番５号
支店長　松本卓也

TEL 052-541-8221 /FAX 052-541-8226
a0005777 〒516-0006 管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工
秀英工業株式会社 三重県伊勢市田尻町５２７番地
代表取締役　浅井洋哉

TEL 0596-65-7015 /FAX 0596-65-7025
a0001669 〒512-1203 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事
秀和建設 三重県四日市市下海老町４２７０
代表者　川森秀明 －３

TEL 059-326-4082 /FAX 059-326-4082
a0002420 〒510-0074 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
ショーボンド建設株式会社　三 三重県四日市市鵜の森２－３－１クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,
重営業所 ９　ダイアパレス四日市Ｂ－２０塗装工事,水道施設工事
所長　宮崎洋平 ９号

TEL 059-352-0070 /FAX 059-352-0080
a0003639 〒515-2344 塗装工事,防水工事
株式会社庄栄 三重県松阪市美濃田町７５９番地
代表取締役　庄司榮樹

TEL 0598-58-2347 /FAX 0598-58-2349
a0000490 〒451-0082 電気工事,電気通信工事
松栄電子工業株式会社 愛知県名古屋市西区大金町１－３
代表取締役　平松義朗 ２

TEL 052-531-5660 /FAX 052-531-4112
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a0002502 〒512-1102 土木一式工事,ほ装工事
株式会社昭建　中部支店 三重県四日市市小山町西北野３２
執行役員支店長　谷口雅昭 ３６－１

TEL 0593-28-1503 /FAX 0593-28-8051
a0005855 〒510-0854 電気工事
昭和アステック株式会社　四日 三重県四日市市塩浜本町一丁目１
市営業所 １－１
所長　鈴木健一郎

TEL 059-346-1313 /FAX 059-349-0001
a0003195 〒511-0079 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
昭和コンクリート工業株式会社 三重県桑名市有楽町１３番地 クリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,水道施設工事
三重営業所
所長　苅谷邦雄

TEL 0594-27-1070 /FAX 0594-27-1071
a0001299 〒510-0025 管工事,消防施設工事
株式会社昭和産業 三重県四日市市東新町４－２６
代表取締役　藤岡良輔

TEL 059-331-2043 /FAX 059-331-8346
a0006612 〒460-0002 とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工事,塗装工事,内
昭和建物管理株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目装仕上工事,電気通信工事,消防施設工事
取締役社長　服部弘司 １８番２５号

TEL 052-728-1133 /FAX 052-728-1134
a0002765 〒468-0001 土木一式工事,ほ装工事,水道施設工事
昭和土木株式会社 愛知県名古屋市天白区植田山５－
代表取締役　神野晋也 ２３０１

TEL 052-831-5191 /FAX 052-832-2348
a0003737 〒510-0813 電気通信工事
株式会社シーアンドエス・コム 三重県四日市市大字末永１０８０
ズ　四日市支店 番地１
四日市支店長　青木　忠彦

TEL 059-332-8383 /FAX 059-332-8384
a0006862 〒490-1111 電気工事,電気通信工事
株式会社シーエスイー 愛知県あま市甚目寺山之浦１１９
代表取締役　加悦保之 番地３

TEL 052-443-2111 /FAX 052-443-3035
a0003058 〒460-0018 とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
株式会社シー・エス・ケエ 愛知県名古屋市中区門前町１番５
代表取締役　三由徹 １号

TEL 052-332-8061 /FAX 052-332-8066
a0002435 〒453-0013 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
シーエヌ建設株式会社 愛知県名古屋市中村区亀島１－４屋根工事,鋼構造物工事,ほ装工事,塗装工事,内装仕上工事,水
代表取締役　山口善久 －１２ 道施設工事,解体工事

TEL 052-451-4510 /FAX 052-451-4540
a0000112 〒515-2305 土木一式工事,電気工事,鋼構造物工事,ほ装工事,塗装工事,電
シーキューブ株式会社　三重支 三重県松阪市嬉野一志町字口山田気通信工事
店 ９９５番地７
支店長　伊藤孝仁

TEL 0598-30-8000 /FAX 0598-30-8270
a0006461 〒515-2305 電気通信工事
株式会社シーキューブ三重 三重県松阪市嬉野一志町字口山田
代表取締役　杉山弘一 ９５５番地７

TEL 0598-30-8290 /FAX 0598-30-8291
a0003944 〒467-0053 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社Ｃ・Ｔ・Ｓ中央 愛知県名古屋市瑞穂区仁所町１丁クリート工事,法面処理,ほ装工事,塗装工事,造園工事
代表取締役　小川昌也 目５７番地１

TEL 052-832-3811 /FAX 052-832-7111
a0003785 〒461-0025 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社塩浜工業　名古屋支店 愛知県名古屋市東区徳川一丁目９び・土工・コンクリート工事,法面処理,タイル・レンガ・ブロ
支店長　下坂享 ０１番地　サンエース徳川ビル９ ック工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,

階 内装仕上工事,水道施設工事
TEL 052-979-5131 /FAX 052-937-5277
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a0002161 〒510-0951 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,消防施設工
泗水電機株式会社 三重県四日市市小古曽東二丁目９事
代表取締役社長　牧田富雄 番４０号

TEL 059-345-6321 /FAX 059-345-6324
a0000198 〒460-0007 建築一式工事
株式会社システムハウスアール 愛知県名古屋市中区新栄一丁目４
アンドシー　中部支店 ９番８号　エフエムビル７Ｆ
支店長　都留光紀

TEL 052-269-1300 /FAX 052-269-1301
a0004638 〒462-0865 電気工事,電気通信工事
シチズンＴＩＣ株式会社　名古 愛知県名古屋市北区下飯田町四丁
屋支店 目２６番地の２
支店長　平山智彦

TEL 052-991-8600 /FAX 052-991-8603
a0003408 〒500-8113 鋼構造物工事,鋼橋上部工,機械器具設置工事
株式会社篠田製作所 岐阜県岐阜市金園町３－１９－２
代表取締役社長　篠田圭司

TEL 058-266-8433 /FAX 058-266-4126
a0000027 〒512-0924 管工事
シブヤパイピング工業株式会社 三重県四日市市寺方町２２７９番
三重営業所 地
三重営業所長　巽芳明

TEL 059-340-3029 /FAX 059-340-3041
a0003932 〒631-0845 機械器具設置工事,清掃施設工事
株式会社島井組プラント 奈良県奈良市宝来４－１７－１０
代表取締役　小松玲子

TEL 0742-43-1711 /FAX 0742-46-8786
a0000108 〒517-0501 土木一式工事,電気工事,管工事,しゅんせつ工事,機械器具設置
志摩環境事業協業組合 三重県志摩市阿児町鵜方９－４４工事,水道施設工事
理事長　宝門誠

TEL 0599-43-5911 /FAX 0599-43-5916
a0002073 〒450-0001 電気工事,電気通信工事
島津システムソリューションズ 愛知県名古屋市中村区那古野１丁
株式会社　名古屋支店 目４７番１号
支店長　山本浩多

TEL 052-565-7562 /FAX 052-565-7579
a0002126 〒529-1151 機械器具設置工事
清水工業株式会社 滋賀県彦根市楡町２５０
代表取締役　清水康裕

TEL 0749-25-2550 /FAX 0749-28-8015
a0000416 〒522-0027 機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社清水合金製作所 滋賀県彦根市東沼波町９２８
代表取締役　小田仁志

TEL 0749-23-3131 /FAX 0749-22-0687
a0007262 〒515-2343 電気工事,消防施設工事
有限会社清水商会 三重県松阪市小阿坂町３４０１
代表取締役　清水智成

TEL 0598-58-0649 /FAX 0598-58-0665
a0007128 〒920-8204 電気工事,電気通信工事
株式会社シミズシンテック 石川県金沢市戸水２丁目３４番地
代表取締役　大江括久

TEL 076-266-8320 /FAX 076-266-8321
a0000412 〒522-0082 鋼構造物工事,機械器具設置工事
株式会社清水鐵工所 滋賀県彦根市安清町４－１６
代表取締役　清水智弘

TEL 0749-22-2551 /FAX 0749-22-2542
a0001660 〒510-0107 塗装工事,防水工事
有限会社清水塗装工業 三重県四日市市楠町北一色４５２
代表取締役　清水泰弘 －５

TEL 059-397-5431 /FAX 059-397-3302

IP56PA20



業者名簿
  39 頁

部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
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a0006538 〒460-0002 建築一式工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,防水工事
株式会社シミズ・ビルライフケ 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目
ア　東海支社 １８番２５号
支社長　上田隆章

TEL 052-223-4343 /FAX 052-211-4862
a0006222 〒510-0237 電気工事
株式会社シモデン　三重支店 三重県鈴鹿市江島町６３３－１
取締役三重支店長　西澤信晴

TEL 059-386-5109 /FAX 059-387-0900
a0002771 〒519-0213 土木一式工事,建築一式工事,左官工事,とび・土工・コンクリ
白川建設株式会社 三重県亀山市田村町１９９５－３ート工事,石工事,屋根工事,管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,板
代表取締役　服部清 １ 金工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,水道施設工事,解体

工事
TEL 0595-85-0956 /FAX 0595-85-1947

a0000204 〒466-8505 電気工事
白川電気土木株式会社 愛知県名古屋市昭和区白金３－２
取締役社長　坂本英雄 １－５

TEL 052-882-1271 /FAX 052-872-1074
a0005407 〒510-0243 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,管
有限会社白木技建 三重県鈴鹿市白子２－６－７ 工事
代表取締役　白木三四士

TEL 059-386-2590 /FAX 059-388-0098
a0001646 〒510-0951 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
株式会社シリックス 三重県四日市市小古曽東２丁目９
代表取締役社長　西尾慎一 番４０号

TEL 059-345-3211 /FAX 059-345-3107
a0003124 〒450-6041 管工事
株式会社城口研究所　名古屋支 愛知県名古屋市中村区名駅１－１
店 －４
支店長　上村秀博

TEL 052-485-4690 /FAX 052-485-4705
a0007221 〒456-0002 電気工事
株式会社新愛知電機製作所　中 愛知県名古屋市熱田区金山町１丁
部支社 目７番５号　電波学園金山第１ビ
支社長　熊谷勇二 ル７階

TEL 052-212-7515 /FAX 052-212-7516
a0003933 〒152-0035 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
シンク・エンジニアリング株式 東京都目黒区自由が丘３丁目１６
会社 番１５号
代表取締役　岡村勝也

TEL 03-3724-7201 /FAX 03-3724-7203
a0002305 〒460-0012 電気通信工事
シンクレイヤ株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中区千代田２－２
営業部 １－１８
部長　福永直也

TEL 052-242-7891 /FAX 052-238-5646
a0002964 〒519-5701 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,鋼
株式会社新宮看板広告 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿７８０構造物工事,鋼橋上部工,塗装工事
代表取締役　平野圭志 －３９

TEL 0735-32-0216 /FAX 0735-32-0233
a0002164 〒519-5203 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社眞建 三重県南牟婁郡御浜町大字下市木び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,
代表取締役　小倉眞左美 ４６４７番地３４ 鉄筋工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 05979-2-3090 /FAX 05979-2-3091
a0001707 〒510-8021 機械器具設置工事
有限会社新興 三重県四日市市松寺３－６－１８
代表取締役　加藤夏美

TEL 059-363-4736 /FAX 059-363-4735
a0000136 〒451-0045 土木一式工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社神鋼環境ソリューショ 愛知県名古屋市西区名駅２－２７
ン　名古屋支店 －８
支店長　黒太治喜

TEL 052-581-9876 /FAX 052-563-2313
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a0005803 〒639-0231 土木一式工事,管工事
新世紀建工株式会社 奈良県香芝市下田西３－９－１６
代表取締役　山本佳彦

TEL 0745-77-4348 /FAX 0745-78-0960
a0000154 〒450-6022 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
新生テクノス株式会社　中部支 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目
店 １番４号
執行役員支店長　金山健治

TEL 052-561-3181 /FAX 052-581-5944
a0007308 〒464-0025 水道施設工事
新泉産業株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市千種区桜が丘２３
所 ０
所長　冠野勇介

TEL 052-753-3530 /FAX 052-753-3531
a0000955 〒516-0076 土木一式工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工事,消防施
株式会社神都 三重県伊勢市八日市場町１４－２設工事
代表取締役　大隅守 ２

TEL 0596-23-1005 /FAX 0596-23-1006
a0005023 〒450-0003 管工事,消防施設工事
新日本空調株式会社　名古屋支 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁
店 目２４－３０　名古屋三井ビル本
常務執行役員支店長　松浦正志 館

TEL 052-582-7531 /FAX 052-581-7934
a0005262 〒466-0002 土木一式工事,管工事,鋼構造物工事,塗装工事,水道施設工事
新日本工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区吹上町二丁
代表取締役　冨田健二 目１番地５

TEL 052-741-6415 /FAX 052-741-6440
a0002360 〒516-8553 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,消防施設工
シンフォニアエンジニアリング 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９－９６事
株式会社
代表取締役　髙橋芳明

TEL 0596-36-4479 /FAX 0596-36-6703
a0000239 〒516-8550 電気工事,電気通信工事
シンフォニアテクノロジー株式 三重県伊勢市竹ヶ鼻町１００番地
会社　伊勢製作所三重営業所
所長　鍋島健二

TEL 0596-36-3628 /FAX 0596-36-4816
a0006729 〒510-0953 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,水道施
有限会社伸福工業 三重県四日市市釆女が丘三丁目５設工事
代表取締役　新井石増 ５番地

TEL 059-358-0509 /FAX 059-358-0509
a0007087 〒513-0816 電気工事,消防施設工事
有限会社信美 三重県鈴鹿市南玉垣町６２１１－
代表取締役　西岡信治 ５

TEL 059-382-8068 /FAX 059-383-8600
a0003636 〒485-0039 電気工事,管工事,機械器具設置工事
新明和アクアテクサービス株式 愛知県小牧市外堀３－１９３
会社　中部センター
所長　鷲野滋一

TEL 0568-76-7361 /FAX 0568-76-4882
a0004999 〒460-0011 土木一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工
新明和工業株式会社　流体事業 愛知県名古屋市中区大須１－７－事
部営業本部中部支店 １１
支店長　山下淳

TEL 052-231-2201 /FAX 052-231-1480
a0000250 〒210-0858 塗装工事
シンヨー株式会社 神奈川県川崎市川崎区大川町８－
代表取締役　中尾祐輔 ６

TEL 044-366-4771 /FAX 044-366-4810
a0002538 〒510-0863 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
新陽工業株式会社 三重県四日市市大字塩浜４１０１ 管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,
代表取締役　新井政智 －５ 解体工事

TEL 059-346-0705 /FAX 059-345-2507
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a0002802 〒460-0008 機械器具設置工事
新菱工業株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄３ー１－１
支店長　奥原武久

TEL 052-212-8011 /FAX 052-212-8012
a0001992 〒461-0005 管工事
新菱冷熱工業株式会社　名古屋 愛知県名古屋市東区東桜１－１３
支社 －３
執行役員支社長　成沢悟

TEL 052-307-6441 /FAX 052-307-6448
a0000672 〒510-0855 電気工事,管工事,機械器具設置工事
親和電機工業株式会社 三重県四日市市馳出町３－２９
代表取締役　服部正己

TEL 059-345-2339 /FAX 059-347-2388
a0006664 〒460-0002 電気工事,電気通信工事
ＪＲＣシステムサービス株式会 愛知県名古屋市中区丸の内３－２
社　中部支店 １－２５
支店長　山口博司

TEL 052-957-6561 /FAX 052-957-6564
a0000376 〒453-0014 土木一式工事,建築一式工事
ジェイアール東海建設株式会社 愛知県名古屋市中村区則武１－１
代表取締役社長　本田敦 ５－７

TEL 052-453-2505 /FAX 052-453-2509
a0006462 〒436-0038 機械器具設置工事,水道施設工事
ＪＦＥアクアサービス機器株式 静岡県掛川市領家１４５０番地
会社
代表取締役　大橋一聡

TEL 0537-24-5531 /FAX 0537-24-5518
a0003174 〒663-8202 土木一式工事,電気工事,機械器具設置工事
ＪＦＥアドバンテック株式会社 兵庫県西宮市高畑町３－４８
代表取締役　吉居卓也

TEL 0798-66-1501 /FAX 0798-65-7025
a0003562 〒450-6430 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
ＪＦＥエンジニアリング株式会 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,機械器具設置工事,水道施設
社　名古屋支店 ２８番１２号 工事,清掃施設工事
支店長　霜知宏

TEL 052-561-8611 /FAX 052-561-8620
a0005722 〒261-7130 管工事,機械器具設置工事,水道施設工事,清掃施設工事
ＪＦＥ環境テクノロジー株式会 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６
社 番地１
代表取締役　﨑山芳行

TEL 043-351-9163 /FAX 043-351-9179
a0000249 〒460-0003 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
ＪＦＥプラントエンジ株式会社 愛知県名古屋市中区錦１－２０－事,鋼構造物工事,塗装工事,機械器具設置工事,消防施設工事,
中部支店 １９　名神ビル５Ｆ 解体工事
支店長　松隈隆

TEL 052-221-8222 /FAX 052-221-8223
a0005941 〒102-0071 電気工事,電気通信工事
株式会社ＪＰＦ 東京都千代田区富士見二丁目４番
代表取締役　渡辺俊太郎 １１号

TEL 03-3265-4851 /FAX 03-3239-4685
a0006619 〒553-0002 電気通信工事
株式会社ＪＶＣケンウッド・公 大阪府大阪市福島区鷺洲１－１１
共産業システム　関西支店 －１９　大阪福島セントラルビル
支店長　後藤智博 ４階

TEL 06-6450-4362 /FAX 06-6450-4366
a0002475 〒914-0125 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,塗装工事,造園
株式会社ジャクエツ 福井県敦賀市若葉町２－１７７０工事
代表取締役　徳本達郎

TEL 0770-25-2200 /FAX 0770-21-2200
a0005990 〒451-0045 電気通信工事
ジャトー株式会社　中部営業所 愛知県名古屋市西区名駅３丁目６
所長　中村宏貴 番２０号　福田ビル１階

TEL 052-589-6240 /FAX 052-589-6241
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a0007165 〒351-0115 機械器具設置工事
ジャパンエレベーターパーツ株 埼玉県和光市新倉５－６－５０
式会社
代表取締役　那須公輔

TEL 048-486-9215 /FAX 048-486-9094
a0007335 〒518-0031 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事,塗装工
ＪａｐａｎＴｒｕｓｔ株式会社 三重県伊賀市長田２７５５番地 事
代表取締役　佐山剛

TEL 0595-24-9906 /FAX 0595-24-9906
a0005362 〒518-0443 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
順真建設株式会社 三重県名張市青蓮寺２７７１－２工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,屋根工事,ほ
代表取締役　更井順哉 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,水

道施設工事,解体工事
TEL 0595-63-1667 /FAX 0595-48-5665

a0006310 〒614-8073 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
株式会社城南開発興業 京都府八幡市八幡軸６８番地７ 事,しゅんせつ工事
代表取締役　上田啓

TEL 075-981-0500 /FAX 075-982-6000
a0000342 〒610-0113 土木一式工事,水道施設工事
株式会社城南工建 京都府城陽市中芦原２７－１
代表取締役　古瀬善啓

TEL 0774-53-3939 /FAX 0774-55-1172
a0003261 〒450-0003 電気工事,管工事,電気通信工事
ジョンソンコントロールズ株式 愛知県名古屋市中村区名駅南１－
会社　名古屋支店 ２４－３０　名古屋三井ビル本館
支店長　鈴木英範

TEL 052-533-3111 /FAX 052-533-3171
a0003611 〒460-0008 電気工事
株式会社ＧＳユアサ　中部支社 愛知県名古屋市中区栄四丁目２番
支社長　田中伸幸 ２９号

TEL 052-307-3461 /FAX 052-307-3470
a0007176 〒460-0008 電気工事,電気通信工事
株式会社ＧＳユアサインフラシ 愛知県名古屋市中区栄４－２－２
ステムズ　名古屋営業所 ９
名古屋営業所長　友定正雄

TEL 052-269-2061 /FAX 052-269-2062
a0003017 〒464-0850 電気工事
株式会社ジーエス・ユアサフィ 愛知県名古屋市千種区今池５－１
ールディングス　中部支店 －５
支店長　吉田明宣

TEL 052-741-4430 /FAX 052-733-8624
a0006146 〒513-0027 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大工工
ジンテック株式会社 三重県鈴鹿市岡田２－１０－１２ 事,左官工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋
代表取締役　神埜祐兵 根工事,管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋

上部工,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕
TEL 059-367-2045 上工事,機械器具設置工事,熱絶縁工事,建具工事,解体工事/FAX 059-370-3076

a0005492 〒460-0008 電気工事,機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社水機テクノス　名古屋 愛知県名古屋市中区栄２－２－１
支店 ７
支店長　山田哲由

TEL 052-218-2088 /FAX 052-218-2089
a0000437 〒461-0045 水道施設工事
株式会社水研　名古屋支店 愛知県名古屋市東区砂田橋５－８
支店長　鈴木圭吾 －２８

TEL 052-712-5222 /FAX 052-712-5221
a0003718 〒460-0008 機械器具設置工事,水道施設工事
水道機工株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄二丁目４番
支店長　岡本浩二 １２号

TEL 052-204-3411 /FAX 052-204-3414
a0001337 〒513-0036 土木一式工事,管工事,ほ装工事
株式会社水道修理センター 三重県鈴鹿市矢橋１－２０－９
代表取締役　馬路敏明

TEL 059-382-5284 /FAX 059-382-5235
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a0006934 〒460-0004 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
水ｉｎｇエンジニアリング株式 愛知県名古屋市中区新栄町二丁目管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,塗装工事,機械器具設
会社　中部支店 ４番地 置工事,水道施設工事,清掃施設工事
支店長　今枝光彰

TEL 052-951-6671 /FAX 052-951-6672
a0005858 〒519-0212 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
有限会社末崎水道 三重県亀山市能褒野町２４５－２事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　三谷剛央

TEL 0595-85-1500 /FAX 0595-85-1845
a0005635 〒541-0046 電気工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工
スエヒロシステム株式会社 大阪府大阪市中央区平野町一丁目事
代表取締役　末廣盛男 ６番８－７０２

TEL 06-6203-2284 /FAX 06-6203-1136
a0002580 〒513-0034 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
須賀株式会社 三重県鈴鹿市須賀２－５１７－１クリート工事,法面処理,ほ装工事,塗装工事,水道施設工事,解
代表取締役　岡田達也 体工事

TEL 059-382-3630 /FAX 059-382-7861
a0003628 〒460-0002 管工事,機械器具設置工事,消防施設工事
須賀工業株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目
常務執行役員支店長　峰宏 １５番２１号

TEL 052-231-7857 /FAX 052-231-2461
a0006833 〒515-0063 建築一式工事,塗装工事,防水工事
有限会社スギテック　三重営業 三重県松阪市大黒田町３０８－２
所 ３　播磨ビル１Ｆ－Ａ
営業所長　中林大典

TEL 0598-26-5290 /FAX 0598-26-5291
a0000722 〒513-0823 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事
株式会社杉之内工務店 三重県鈴鹿市道伯２－４－１
代表取締役　藤本正一郎

TEL 059-378-1753 /FAX 059-378-8943
a0000660 〒510-0842 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社杉本組 三重県四日市市石原町１ び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事
代表取締役　杉本智哉

TEL 059-345-3030 /FAX 059-346-4435
a0006806 〒510-8012 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリ
株式会社杉本ホームズ 三重県四日市市茂福町３番１９号ート工事,石工事,屋根工事,電気工事,タイル・レンガ・ブロッ
代表取締役　杉本泰利 ク工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,内装仕上工事,

水道施設工事,解体工事
TEL 059-325-7776 /FAX 059-325-6366

a0003714 〒513-0014 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大工工事,
株式会社鈴鹿 三重県鈴鹿市高岡町６５４－１ とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根工事,電気工事,
代表取締役　瀬古恭裕 管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,

ほ装工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,電気通信工
TEL 059-369-3222 事,造園工事,建具工事,水道施設工事,消防施設工事,解体工事/FAX 059-369-3221

a0004493 〒519-1129 土木一式工事,造園工事
鈴鹿森林組合 三重県亀山市加太板屋４６２２番
代表理事組合長　中川賢一 地１

TEL 0595-98-0010 /FAX 0595-98-0019
a0005351 〒513-0024 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
株式会社鈴鹿水道 三重県鈴鹿市野辺二丁目６番１６事,水道施設工事
代表取締役　原田和郎 号

TEL 059-382-3337 /FAX 059-382-7350
a0006836 〒513-0836 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
有限会社鈴鹿電化住設 三重県鈴鹿市国府町７６５８－１び・土工・コンクリート工事,法面処理,電気工事,管工事,ほ装
代表取締役　中林顕正 ２ 工事,防水工事,消防施設工事

TEL 059-378-2193 /FAX 059-370-1567
a0006228 〒451-0046 内装仕上工事,建具工事
株式会社鈴木シャッター　関西 愛知県名古屋市西区牛島町５番１
・中部支店名古屋営業部 ３号
部長　沖芳昭

TEL 052-571-3311 /FAX 052-571-3317
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a0000752 〒513-0806 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社鈴木石設 三重県鈴鹿市算所２－３－２２ クリート工事,法面処理,ほ装工事,解体工事
代表取締役　鈴木克郎

TEL 059-378-2320 /FAX 059-378-2309
a0000026 〒457-0022 塗装工事
株式会社鈴木塗装工務店　名古 愛知県名古屋市南区明円町６０番
屋支店 地
支店長　松村辰雄

TEL 052-819-5900 /FAX 052-822-3500
a0000949 〒515-2107 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
鈴建建設株式会社 三重県松阪市舞出町４３８－１８び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,管工事,鋼構造
代表取締役　鈴木紀彦 物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,造園

工事,水道施設工事,解体工事
TEL 0598-56-5400 /FAX 0598-56-5486

a0000213 〒460-0002 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
鈴中工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水道施設工
代表取締役　鈴木康仁 ９番７号 事,解体工事

TEL 052-222-7701 /FAX 052-222-7702
a0007029 〒230-0051 土木一式工事,鋼構造物工事,水道施設工事
須藤工業株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３
代表取締役　山田正樹 丁目２０番９号

TEL 045-500-1081 /FAX 045-500-1083
a0003519 〒550-0012 土木一式工事,ほ装工事,造園工事
スポーツサーフェス株式会社 大阪府大阪市西区立売堀１丁目１
大阪営業所 １番１７号
所長　武藤太

TEL 06-4390-5074 /FAX 06-4390-5076
a0005279 〒564-0062 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
株式会社スポーツテクノ和広 大阪府吹田市垂水町３丁目９－２工事
大阪支店 ８
支店長　山下貴澄

TEL 06-6385-1781 /FAX 06-6330-8439
a0003032 〒461-0025 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事,水道施設工事
寿美工業株式会社 愛知県名古屋市東区徳川１－１５
代表取締役社長　山田真 －３０

TEL 052-931-3431 /FAX 052-931-5740
a0004363 〒599-8254 管工事,水道施設工事
有限会社角商会 大阪府堺市中区伏尾３０４番地３
代表取締役　船越雅也

TEL 072-279-0672 /FAX 072-279-0836
a0003088 〒461-0005 電気工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工事,清掃施設工
住友重機械エンバイロメント株 愛知県名古屋市東区東桜一丁目１事
式会社　中部支店 ０番２４号
支店長　辻本謙一

TEL 052-971-0538 /FAX 052-971-3916
a0000394 〒474-0023 機械器具設置工事
住友重機械精機販売株式会社 愛知県大府市大東町２－９７－１
中部サービス営業グループ
グループリーダー　田畑耕一

TEL 0562-44-1997 /FAX 0562-44-1998
a0003260 〒510-0085 電気工事,消防施設工事
住友電設株式会社　三重営業所 三重県四日市市諏訪町４番５号
所長　野田義和

TEL 059-328-5800 /FAX 059-328-5810
a0002402 〒517-0703 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
セイケン工業株式会社 三重県志摩市志摩町和具１８６ クリート工事,法面処理,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工
代表取締役　西澤正泰 事

TEL 0599-85-7500 /FAX 0599-85-7501
a0000122 〒460-0025 機械器具設置工事
セイコー化工機株式会社　名古 愛知県名古屋市中区古渡町１８番
屋営業所 ９号
所長　大前幸一

TEL 052-323-3130 /FAX 052-323-3136
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a0002359 〒135-8610 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
セイコータイムクリエーション 東京都江東区福住２－４－３
株式会社
代表取締役社長　萩原健二

TEL 03-5646-1601 /FAX 03-5646-1602
a0002133 〒535-0002 機械器具設置工事
青光株式会社 大阪府大阪市旭区大宮２丁目１０
代表取締役　花木教行 －１１

TEL 06-6953-3318 /FAX 06-6953-6100
a0003579 〒460-0008 電気工事,電気通信工事
株式会社正興電機製作所　名古 愛知県名古屋市中区栄４－３－２
屋営業所 ６
所長　吉村和記

TEL 052-241-7735 /FAX 052-241-7736
a0001325 〒513-0809 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
勢州建設株式会社 三重県鈴鹿市西条３－７－２２ クリート工事,管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,水道施設工事,
代表取締役　伊藤隨 解体工事

TEL 059-382-5577 /FAX 059-383-7755
a0000516 〒461-0005 電気工事
株式会社誠信電機商会 愛知県名古屋市東区東桜２－１１
代表取締役　柴田晋弥 －９

TEL 052-931-4121 /FAX 052-931-4964
a0004507 〒501-0697 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
西濃建設株式会社 岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野１２び・土工・コンクリート工事,法面処理,電気工事,管工事,鋼構
代表取締役社長　宗宮郷 ８ 造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水

道施設工事
TEL 0585-22-1221 /FAX 0585-22-2617

a0003183 〒450-0002 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装
西武建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目工事,水道施設工事,解体工事
支店長　張間誠司 ２８番３号

TEL 052-583-8585 /FAX 052-565-1554
a0005950 〒532-0011 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,ほ装工
西武造園株式会社　西日本統括 大阪府大阪市淀川区西中島３－１事,造園工事,水道施設工事
支店 ２－１５
支店長　金児維知郎

TEL 06-6304-8522 /FAX 06-6305-6815
a0003935 〒510-0074 内装仕上工事
株式会社誠文社 三重県四日市市鵜の森二丁目１０
代表取締役　西村信博 －７

TEL 059-353-7171 /FAX 059-353-0704
a0003646 〒516-0003 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社西邦建設 三重県伊勢市下野町６００－１３び・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上
代表取締役　西口竜矢 部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水道施設工事,解体

工事
TEL 0596-36-3054 /FAX 0596-36-1882

a0003461 〒510-0007 消防施設工事
セイワシステムサービス株式会 三重県四日市市別名１－１８－７
社
代表取締役　伊藤正人

TEL 059-333-3828 /FAX 059-333-5586
a0002355 〒461-0004 電気工事,電気通信工事
星和電機株式会社　中部支社 愛知県名古屋市東区葵１－２６－
支社長　井上健 ８

TEL 052-932-6710 /FAX 052-932-6720
a0006322 〒518-0604 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社セキュリティハウス 三重県名張市さつき台２－８７
代表取締役　福山幸男

TEL 0595-65-2955 /FAX 0595-65-2956
a0005775 〒503-1593 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
関ヶ原ゼネラル・サービス株式 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ヶ原石工事,電気工事,鋼構造物工事,ほ装工事,機械器具設置工事,
会社 ２０６７番地 電気通信工事,水道施設工事
代表取締役　浅野昌隆

TEL 0584-43-1878 /FAX 0584-43-2401
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a0002555 〒450-6642 土木一式工事,管工事,水道施設工事
積水化学工業株式会社　環境・ 愛知県名古屋市中村区名駅１－１
ライフラインカンパニー中部支 －３　ＪＲゲートタワー
店
支店長　田野岡篤 TEL 052-307-6800 /FAX 052-307-6801
a0006546 〒510-0829 建築一式工事
積水ハウス株式会社　三重支店 三重県四日市市城西町１５番２６
支店長　川合啓之 号

TEL 059-359-3200 /FAX 059-359-3201
a0006206 〒510-0064 電気工事
株式会社セクト 三重県四日市市新正５丁目４番１
代表取締役社長　谷菊男 ４号

TEL 059-325-6103 /FAX 059-325-6104
a0001461 〒515-0321 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社世古口建設 三重県多気郡明和町大字斎宮３９クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,解体工事
代表取締役　世古口芳男 ０８

TEL 0596-52-1139 /FAX 0596-52-3250
a0003755 〒516-0035 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社世古口建設南勢処分場 三重県伊勢市勢田町６１２－７ クリート工事,法面処理,ほ装工事,解体工事
代表取締役　世古口真彦

TEL 0596-24-9955 /FAX 0596-24-9956
a0005910 〒510-0106 消防施設工事
株式会社セフティーシステム 三重県四日市市楠町本郷１０６番
代表取締役　津本修一 地２

TEL 059-329-6277 /FAX 059-329-6278
a0003392 〒519-3658 土木一式工事,石工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,
株式会社セルフ舎建設 三重県尾鷲市倉ノ谷町１２番１１塗装工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　川端宏明 号

TEL 0597-22-9222 /FAX 0597-23-1078
a0003513 〒510-0091 電気工事,管工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社扇港電機 三重県四日市市北浜町１６番１６
代表取締役　横山大幸 号

TEL 059-351-3910 /FAX 059-351-3911
a0000286 〒510-1311 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社泉斗工業 三重県三重郡菰野町大字永井２３クリート工事,法面処理,ほ装工事,塗装工事,水道施設工事
代表取締役　加藤智也 ３７番地１７

TEL 059-399-2700 /FAX 059-399-2702
a0006766 〒463-0070 管工事,塗装工事,機械器具設置工事
ゼット工業株式会社 愛知県名古屋市守山区新守山３４
代表取締役　山内滋子 １２番地

TEL 052-794-2777 /FAX 052-794-8345
a0000159 〒460-0002 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社錢高組　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目電気工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,内装仕上工
理事支店長　河野和彦 １４番１３号 事,水道施設工事

TEL 052-231-7631 /FAX 052-221-7593
a0001266 〒512-1203 ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,建具工事
全研工業有限会社 三重県四日市市下海老町３７９－
代表取締役　池田久憲 ４

TEL 059-326-1514 /FAX 059-326-7158
a0004283 〒136-0071 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,機械器具設置工
株式会社善興社 東京都江東区亀戸４－１１－９ 事,水道施設工事
代表取締役　川北孝 ＡＨＡＶＡビル７階

TEL 03-3685-4321 /FAX 03-3685-4250
a0001802 〒513-0816 消防施設工事
総合防災オオタ株式会社 三重県鈴鹿市南玉垣町６９１４－
代表取締役　太田凖一 １

TEL 059-383-7474 /FAX 059-383-7483
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a0001712 〒510-1325 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事,ほ装工事,
有限会社双見工業 三重県三重郡菰野町大字榊８９０水道施設工事
代表取締役　鳥本和弘 番地３５

TEL 059-394-1848 /FAX 059-394-1848
a0000493 〒451-0031 管工事,機械器具設置工事
双和化建株式会社 愛知県名古屋市西区城西５－２４
代表取締役　佐々木清繁 －２１

TEL 052-531-2551 /FAX 052-532-1770
a0003937 〒466-0002 塗装工事
株式会社ソトムラ　名古屋営業 愛知県名古屋市昭和区吹上町２丁
所 目１０番地２
所長　寺井裕一

TEL 052-753-6175 /FAX 052-753-6176
a0007155 〒141-0001 電気工事,電気通信工事
ソニーマーケティング株式会社 東京都品川区北品川五丁目１１番
代表取締役　粂川滋 ３号

TEL 03-5792-1000 /FAX 050-3809-1418
a0007051 〒519-2204 建築一式工事
薗井建築 三重県多気郡多気町波多瀬１９６
薗井朋樹 番地

TEL 0598-49-4838 /FAX 0598-49-4838
a0000254 〒460-0003 管工事
株式会社大氣社　中部支店 愛知県名古屋市中区錦２－２－２
執行役員支店長　松田吉弘

TEL 052-211-1536 /FAX 052-211-1261
a0002192 〒471-0071 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
太啓建設株式会社 愛知県豊田市東梅坪町１０－３－び・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上
代表取締役　大矢伸明 ３ 部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水道施設工事

TEL 0565-31-1271 /FAX 0565-34-2523
a0006804 〒510-0836 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事,解体工
株式会社タイコー建設 三重県四日市市大字松本２０５８事
代表取締役　長田泰幸 －７

TEL 059-336-6714 /FAX 059-336-6715
a0006560 〒460-0003 管工事
大成温調株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦三丁目６番
支店長　野田圭司 ３４号

TEL 052-957-5431 /FAX 052-957-5433
a0003196 〒450-0002 土木一式工事,鋼構造物工事,塗装工事,水道施設工事
大成機工株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅３－２
支店長　丸山浩樹 ２－８

TEL 052-551-0461 /FAX 052-565-0136
a0004846 〒454-0843 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,しゅん
泰成興業株式会社 愛知県名古屋市中川区大畑町２丁せつ工事,内装仕上工事,機械器具設置工事,水道施設工事
代表取締役　杉本貴紀 目１１番地

TEL 052-353-8501 /FAX 052-353-8484
a0002186 〒450-6048 電気工事,管工事,消防施設工事
大成設備株式会社　東海支店 愛知県名古屋市中村区名駅１－１
支店長　牧野尚 －４

TEL 052-563-0586 /FAX 052-561-8006
a0003191 〒511-0815 管工事,消防施設工事
株式会社太平エンジニアリング 三重県桑名市梅園通３０－２
三重営業所
所長　前田智彰

TEL 0594-84-6465 /FAX 0594-84-6467
a0001363 〒510-0826 電気工事
太平電気工事株式会社 三重県四日市市赤堀１－１－１２
代表取締役　平井英雄

TEL 059-353-3802 /FAX 059-355-4198
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a0000618 〒510-8007 土木一式工事,建築一式工事
株式会社大豊興業 三重県四日市市富田浜元町４－１
代表取締役　伊藤慶三 ２

TEL 059-364-0378 /FAX 059-364-0323
a0001469 〒515-0812 塗装工事
株式会社大鵬堂 三重県松阪市船江町８７６
代表取締役　増田耕一

TEL 0598-21-0543 /FAX 0598-21-0546
a0003414 〒516-0003 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
有限会社太陽緑地 三重県伊勢市下野町６００－１３工事
代表取締役　吉川信吾

TEL 0596-27-1010 /FAX 0596-27-0209
a0006931 〒501-4204 建築一式工事
株式会社髙垣組 岐阜県郡上市八幡町旭１０３５番
代表取締役　森下光 地

TEL 0575-65-2137 /FAX 0575-65-6648
a0004364 〒633-0112 土木一式工事,建築一式工事,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,
株式会社髙岸 奈良県桜井市大字初瀬２４３７ 水道施設工事
代表取締役　髙岸典雄

TEL 0744-47-7722 /FAX 0744-47-7070
a0000008 〒450-6037 管工事
高砂熱学工業株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅１－１
支店 －４
執行役員支店長　古川裕高

TEL 052-582-8401 /FAX 052-581-4155
a0001912 〒516-1102 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
有限会社高商事 三重県伊勢市佐八町１６８３－１び・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上
代表取締役　高垣内直 部工,ほ装工事,造園工事

TEL 0596-39-0260 /FAX 0596-39-0278
a0004153 〒501-6115 土木一式工事,しゅんせつ工事
株式会社高島衛生 岐阜県岐阜市柳津町丸野四丁目８
代表取締役　高島大助 ０番地

TEL 058-248-0089 /FAX 058-259-4465
a0002361 〒460-0003 鋼構造物工事,鋼橋上部工
高田機工株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市中区錦三丁目７番
所 ９号
所長　濱西康浩

TEL 052-228-8610 /FAX 052-228-8618
a0003417 〒512-1211 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,解体工事
株式会社高野 三重県四日市市桜町５４７５番地
代表取締役　髙野泰宏 の１

TEL 059-325-2221 /FAX 059-325-2223
a0001872 〒515-0001 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事,鋼構造物
高橋建設有限会社 三重県松阪市大口町３５０番地３工事,鋼橋上部工,ほ装工事,水道施設工事
代表取締役　高橋英樹

TEL 0598-50-0077 /FAX 0598-52-0123
a0000096 〒466-0064 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
瀧上建設興業株式会社 愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目鋼構造物工事,鋼橋上部工
代表取締役　鬼頭克己 １９番２２号

TEL 052-882-7100 /FAX 052-882-7104
a0003652 〒475-0826 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
瀧上工業株式会社　営業本部 愛知県半田市神明町一丁目１番地鋼構造物工事,鋼橋上部工
執行役員営業本部長　浜島伸治

TEL 0569-89-2102 /FAX 0569-89-2602
a0007329 〒452-0841 とび・土工・コンクリート工事,電気工事
株式会社ＴＡＣＴ 愛知県名古屋市西区城西町１９６
代表取締役　小林寛也 番地

TEL 052-325-4448 /FAX 052-325-4449
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a0000036 〒450-0002 機械器具設置工事,清掃施設工事
株式会社タクマ　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目
支店長　菅原孝二 ２２番８号　（大東海ビル）

TEL 052-571-5211 /FAX 052-581-3005
a0005066 〒451-0042 電気工事,電気通信工事
株式会社拓和　名古屋支店 愛知県名古屋市西区那古野１丁目
支店長　加藤泰治 １４番１８号

TEL 052-581-2808 /FAX 052-581-5915
a0007015 〒510-8027 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社タケスイ設備 三重県四日市市大字茂福２８２番クリート工事,法面処理,石工事,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上
代表取締役　加藤剛史 地２ 部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-361-5535 /FAX 059-361-5536
a0002421 〒511-1135 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社竹中土木　三重営業所 三重県桑名市長島町浦安１３１番クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工
所長　間宮淳司 地９ 事,水道施設工事,解体工事

TEL 0594-45-8216 /FAX 0594-45-8217
a0005896 〒593-8316 水道施設工事
株式会社タケミ・コーポレーシ 大阪府堺市西区山田二丁１９１番
ョン 地１
代表取締役　廣瀨丈巳

TEL 072-294-9801 /FAX 072-294-9802
a0006866 〒515-0033 とび・土工・コンクリート工事,解体工事
株式会社タチオカ 三重県松阪市垣鼻町１０７１－２
代表取締役　立岡秀之

TEL 0598-51-3784 /FAX 0598-51-9215
a0006123 〒460-0008 電気工事,管工事
株式会社立花エレテック　名古 愛知県名古屋市中区栄１－８－１
屋支社 ６
支社長　城下雅紀

TEL 052-223-3511 /FAX 052-223-3521
a0007068 〒461-0040 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,鋼構造
株式会社タツノ　中部支店 愛知県名古屋市東区矢田三丁目２物工事,塗装工事,解体工事
支店長　竹村徳憲 番２５号

TEL 050-9000-2345 /FAX 052-721-3165
a0003767 〒501-2566 塗装工事,防水工事
株式会社ＴＡＴＳＵＭＩ 岐阜県岐阜市福富天神前３０８番
代表取締役　後藤諭 地１

TEL 058-201-6606 /FAX 058-201-6607
a0005790 〒510-1312 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事
株式会社龍美工業 三重県三重郡菰野町大字竹成１９
代表取締役　伊藤清勝 番地３

TEL 059-396-5288 /FAX 059-396-5289
a0004548 〒564-0063 機械器具設置工事
株式会社田中衡機工業所　関西 大阪府吹田市江坂町２丁目１３番
支店 ２号
支店長　梶田淳

TEL 06-4861-2266 /FAX 06-4861-2277
a0006816 〒462-0059 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社田中荘介商店 愛知県名古屋市北区駒止町２－８解体工事
代表取締役　田中孝芳 ８

TEL 052-991-3641 /FAX 052-991-5234
a0002462 〒519-2911 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
株式会社谷口組 三重県度会郡大紀町錦３４３－３工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,鋼構
代表取締役　谷口直也 １ 造物工事,鋼橋上部工,鉄筋工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗

装工事,水道施設工事,解体工事
TEL 0598-73-2225 /FAX 0598-73-2950

a0005936 〒519-2911 電気工事,機械器具設置工事
谷口工業有限会社 三重県度会郡大紀町錦４６４－３
代表取締役　谷口廉太郎

TEL 0598-73-3566 /FAX 0598-73-3567
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a0001860 〒515-0331 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社田端興業 三重県多気郡明和町大字佐田２２クリート工事,法面処理,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工
代表取締役　田端憲子 ２２ 事,解体工事

TEL 0596-52-3109 /FAX 0596-52-6469
a0005646 〒518-0432 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,水道
玉井建設株式会社　三重営業所 三重県名張市つつじが丘北２番町施設工事,解体工事
営業所長　中平雅男 １－３

TEL 0595-68-4121 /FAX 0595-68-4131
a0000914 〒515-0064 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社田村組 三重県松阪市五反田町１丁目１２び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,管工事,鋼構造
取締役社長　田村充宏 ９３番地１ 物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水道

施設工事,解体工事
TEL 0598-21-2563 /FAX 0598-26-3738

a0003668 〒519-2161 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社田村建設 三重県多気郡多気町土羽６８０－び・土工・コンクリート工事,法面処理,屋根工事,管工事,ほ装
代表取締役　田村寿 ４ 工事,板金工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,水道施設工

事,解体工事
TEL 0598-39-6777 /FAX 0598-39-6778

a0004042 〒510-0018 塗装工事,防水工事
株式会社田室塗装 三重県四日市市白須賀三丁目３番
代表取締役　田室光生 ２０号

TEL 059-363-5566 /FAX 059-363-5577
a0000303 〒108-8220 建築一式工事,内装仕上工事
株式会社丹青社 東京都港区港南一丁目２番７０号
代表取締役　高橋貴志

TEL 03-6455-8151 /FAX 03-6455-8226
a0003455 〒512-1212 管工事,消防施設工事
第一工業株式会社　三重営業所 三重県四日市市智積町字二反田１
所長　新村智康 ９８２

TEL 059-328-4333 /FAX 059-328-4322
a0006878 〒519-5701 電気工事,電気通信工事
株式会社第一テック　三重支店 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿７４４
三重支店長　平田義雄 －５

TEL 0735-29-6121 /FAX 0735-29-6122
a0002367 〒510-0944 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,消防施設工
株式会社第一電気工業 三重県四日市市笹川３－３３ 事
代表取締役　城馨

TEL 059-322-5901 /FAX 059-322-5902
a0002265 〒453-0849 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社ダイエーディスポウズ 愛知県名古屋市中村区稲西町２０クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗
代表取締役　笹野清孝 ８ 装工事,水道施設工事,解体工事

TEL 052-411-3811 /FAX 052-411-4466
a0002211 〒518-0809 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社大栄 三重県伊賀市西明寺４７８番地 クリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
代表取締役　大森光起 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事

TEL 0595-24-5501 /FAX 0595-24-6830
a0006107 〒658-0031 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大工
大栄環境株式会社 兵庫県神戸市東灘区向洋町東二丁 工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根工事,
代表取締役　金子文雄 目２番４ 電気工事,管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,

鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,防水工事,内装仕上工事,
TEL 078-857-6600 機械器具設置工事,水道施設工事,清掃施設工事,解体工事/FAX 078-857-5255

a0003386 〒513-0811 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社大栄管清土木 三重県鈴鹿市柳町１４４７ び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,塗装
代表取締役　大谷業人 工事,造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-383-4144 /FAX 059-381-2063
a0006472 〒470-2403 管工事,機械器具設置工事,水道施設工事
大栄産業株式会社 愛知県知多郡美浜町大字北方字西
代表取締役社長　木村雄三 側８５－１

TEL 0569-82-0338 /FAX 0569-82-2114
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a0007286 〒457-0805 電気工事,電気通信工事
大栄産業株式会社 愛知県名古屋市南区三吉町五丁目
代表取締役社長　板坂朗 ４７番地の６

TEL 052-611-0998 /FAX 052-613-2930
a0005213 〒460-0003 電気工事
大栄電気株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦一丁目１９
執行役員支店長　水野隆久也 番２５号

TEL 052-232-8990 /FAX 052-232-8995
a0002756 〒561-0832 土木一式工事,管工事,水道施設工事
株式会社ダイキアクシス　国内 大阪府豊中市庄内西町五丁目１－
営業統括部大阪支店 １９
支店長　野村宗克

TEL 06-6332-1122 /FAX 06-6332-1100
a0003939 〒455-0006 管工事
ダイキン工業株式会社　サービ 愛知県名古屋市港区南十一番町４
ス本部　中部サービス部 丁目３番地
中部サービス部長　中川義一

TEL 052-652-9713 /FAX 052-652-9716
a0005243 〒519-2802 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社大建 三重県度会郡大紀町崎三座沖２４クリート工事,法面処理,ほ装工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　大野晴加 ９７

TEL 0598-74-0310 /FAX 0598-74-2002
a0005502 〒460-0022 土木一式工事,建築一式工事
大幸住宅株式会社 愛知県名古屋市中区金山五丁目１
代表取締役　小島正樹 ０番１１号

TEL 052-882-9290 /FAX 052-882-9292
a0006754 〒460-0003 電気工事,電気通信工事
大興電子通信株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中区錦１－６－５
支店
支店長　丹羽崇憲

TEL 052-201-8701 /FAX 052-231-7240
a0006879 〒519-3406 土木一式工事,ほ装工事
株式会社大翔工業 三重県北牟婁郡紀北町相賀８３０
代表取締役　岡祐孝 番地５

TEL 0597-32-3535 /FAX 0597-32-3539
a0002237 〒462-0046 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
大末建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市北区城見通３－５鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,防水工事,内装仕上工
執行役員支店長　下戸康正 （日販名古屋ビル） 事,水道施設工事

TEL 052-917-1520 /FAX 052-917-1523
a0005258 〒541-0045 電気工事,管工事,機械器具設置工事
株式会社ダイセン 大阪府大阪市中央区道修町４－５
代表取締役　仙石隆昭 －６

TEL 06-4707-7200 /FAX 06-4707-7201
a0000659 〒510-0044 土木一式工事,建築一式工事
大宗建設株式会社 三重県四日市市相生町１－１
取締役社長　佐野行廣

TEL 059-353-6661 /FAX 059-354-2226
a0003976 〒552-0013 機械器具設置工事
株式会社ダイゾー 大阪府大阪市港区福崎３丁目１番
代表取締役　相川武利 ２０１号

TEL 06-6577-2501 /FAX 06-6577-2520
a0000942 〒519-2801 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
大達建設株式会社 三重県度会郡大紀町柏野１４９２工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根
代表取締役　大野和加男 －１ 工事,電気工事,管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造

物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,内装
TEL 0598-74-1172 仕上工事,造園工事,水道施設工事,解体工事/FAX 0598-74-1526

a0003372 〒450-0003 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,屋根工事,鋼構
大鉄工業株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁造物工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,建具工事
執行役員支店長　山田吉博 目１１番５号　エステート名古屋

TEL 052-562-2250 /FAX 052-562-2253
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a0007012 〒513-1123 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事
有限会社ダイトウ 三重県鈴鹿市下大久保町８０６番
代表取締役　大窪博 地の２

TEL 059-374-0155 /FAX 059-374-2939
a0007138 〒108-8211 建築一式工事
大東建託株式会社 東京都港区港南２－１６－１
代表取締役　小林克満

TEL 03-6718-9111 /FAX 03-6718-9281
a0001256 〒510-0942 建築一式工事
株式会社大藤工務店 三重県四日市市東日野町２８９－
代表取締役　村木剛 ３

TEL 059-321-1800 /FAX 059-321-1834
a0000670 〒510-0845 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
大東電気株式会社 三重県四日市市海山道町１－１５
代表取締役　伊東克浩 ８２－５

TEL 059-346-2515 /FAX 059-346-5676
a0000323 〒335-0021 鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工事
大同機工株式会社 埼玉県戸田市新曽３３６番地
代表取締役　德永光昭

TEL 048-442-5005 /FAX 048-433-4059
a0003661 〒510-0071 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
大日本土木株式会社　三重営業 三重県四日市市西浦二丁目２番２び・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上
所 １号 部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,内装仕上
所長　加藤俊宏 工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-351-3885 /FAX 059-353-5359
a0003662 〒450-0001 電気工事,機械器具設置工事
ダイハツディーゼル株式会社 愛知県名古屋市中村区那古野１－
名古屋支店 ４７－１
支店長　永石竜二

TEL 052-561-1311 /FAX 052-561-1315
a0007328 〒512-8066 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
有限会社ダイビングテクノ 三重県四日市市伊坂台一丁目３１水道施設工事
代表取締役　鈴木勝海 ６番地

TEL 059-318-5363 /FAX 052-914-5215
a0002416 〒510-0845 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
大豊建設株式会社　三重営業所 三重県四日市市海山道町１－１４ クリート工事,石工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,
所長　仙波勝規 ５３ 水道施設工事

TEL 059-347-3738 /FAX 059-347-3739
a0006728 〒516-1102 建築一式工事
大吉建設有限会社 三重県伊勢市佐八町１６９４－８
代表取締役　松尾凌成

TEL 0596-39-0144 /FAX 0596-39-0145
a0000228 〒510-0092 管工事
大冷工業株式会社　四日市支店 三重県四日市市新町１２－５
支店長　山北靖久

TEL 059-353-2167 /FAX 059-354-3862
a0003978 〒474-0071 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
大和機工株式会社 愛知県大府市梶田町一丁目１７１事,塗装工事,機械器具設置工事,清掃施設工事
代表取締役　小森谷尚久 番地

TEL 0562-44-1166 /FAX 0562-44-1167
a0000287 〒704-8193 鋼構造物工事,鋼橋上部工,機械器具設置工事
株式会社大和鉄工所 岡山県岡山市東区金岡西町１１０
代表取締役　安井一 ８－２

TEL 086-948-3777 /FAX 086-948-3789
a0006450 〒577-0022 土木一式工事,管工事,水道施設工事
株式会社大和鉄工所 大阪府東大阪市荒本新町７－１３
代表取締役　人見宏宗

TEL 06-6781-8007 /FAX 06-6781-8011
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a0006406 〒510-0834 建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート
大和ハウス工業株式会社　三重 三重県四日市市ときわ１丁目７番工事,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造
支社 １４号 物工事,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内
支社長　鈴木康夫 装仕上工事,熱絶縁工事,建具工事,解体工事

TEL 059-351-1204 /FAX 059-351-1303
a0003274 〒510-0074 建築一式工事,解体工事
大和リース株式会社　三重支店 三重県四日市市鵜の森１丁目４番
支店長　内藤浩次 ２８号

TEL 059-351-4088 /FAX 059-351-4087
a0006209 〒512-0911 土木一式工事,管工事,造園工事,水道施設工事,解体工事
中央環境総設株式会社 三重県四日市市生桑町４８６番地
代表取締役　松尾英利

TEL 059-330-6265 /FAX 059-330-6268
a0005694 〒466-0858 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
株式会社中央環境保全センター 愛知県名古屋市昭和区折戸町１丁事,鋼構造物工事,塗装工事,機械器具設置工事,水道施設工事
代表取締役　東矢修 目２４番地

TEL 052-761-1355 /FAX 052-761-9393
a0003472 〒517-0021 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
中央庭園土木株式会社 三重県鳥羽市安楽島町１７５－１クリート工事,法面処理,ほ装工事,造園工事,水道施設工事
代表取締役　赤木和子

TEL 0599-26-3879 /FAX 0599-26-5156
a0003647 〒510-0886 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,電気
中央電気工事株式会社　三重営 三重県四日市市日永東二丁目３番通信工事
業所 ６号
所長　冨島公昭

TEL 059-346-8673 /FAX 059-346-6384
a0003263 〒512-0935 電気通信工事
中央電子光学株式会社　三重支 三重県四日市市川島新町１４３番
店 地３
支店長　江上裕次

TEL 059-320-3811 /FAX 059-320-3820
a0000018 〒510-0845 電気工事
中央電設株式会社　三重営業所 三重県四日市市海山道町１丁目１
所長　生川一夫 ２２番の１

TEL 0593-45-1155 /FAX 0593-45-1158
a0000038 〒510-0218 電気工事
中央理化工業株式会社　三重営 三重県鈴鹿市野町西１－４－６
業所
所長　鈴木博

TEL 059-386-5515 /FAX 059-386-8099
a0000369 〒510-0829 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
中京音機株式会社　四日市営業 三重県四日市市城西町５丁目１２
所 番地
営業所長　桐生満

TEL 059-351-0988 /FAX 059-359-2571
a0000502 〒488-0022 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
株式会社中京スポーツ施設 愛知県尾張旭市狩宿新町２－２７工事
代表取締役　正治美知子

TEL 0561-53-1111 /FAX 0561-53-1000
a0004050 〒510-0805 消防施設工事
中京防災システム株式会社 三重県四日市市大字東阿倉川７８
代表取締役　中林朋久 １－３

TEL 059-333-5400 /FAX 059-333-5388
a0005474 〒515-0026 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社中勢建設 三重県松阪市立田町４１１－１ 石工事,管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　池田昌八

TEL 0598-28-4566 /FAX 0598-28-3895
a0002173 〒513-0818 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理
株式会社中勢レッカー 三重県鈴鹿市安塚町４１１－２
代表取締役　佐々木崇文

TEL 059-382-2748 /FAX 059-383-7558
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a0003337 〒466-0064 電気工事,管工事
株式会社中電工　名古屋支社 愛知県名古屋市昭和区鶴舞三丁目
支社長　山本秀幸 ２２番８号

TEL 052-732-5205 /FAX 052-735-0059
a0007030 〒460-0008 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
中電不動産株式会社 愛知県名古屋市中区栄二丁目２番屋根工事,管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工
代表取締役社長社長執行役員　渡邉穣５号 事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,造園工事,建具工事,解体

工事
TEL 052-204-1424 /FAX 052-204-1391

a0001923 〒516-0802 土木一式工事,石工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,ほ装工
中南勢清掃有限会社 三重県伊勢市御薗町新開９６－４事,機械器具設置工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　角前政見

TEL 0596-36-2212 /FAX 0596-36-2213
a0002274 〒460-0016 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
中日建設株式会社 愛知県名古屋市中区橘一丁目１番石工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水
代表取締役　髙木賢一朗 ２０号 道施設工事

TEL 052-321-6501 /FAX 052-321-6946
a0002574 〒464-0851 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
中日コプロ株式会社 愛知県名古屋市千種区今池南２６管工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,造園工事,水道施
代表取締役　本多誠之 －４ 設工事

TEL 052-733-8131 /FAX 052-733-8188
a0006229 〒511-0244 建築一式工事,塗装工事,防水工事
中日裝業株式会社　三重営業所 三重県員弁郡東員町大字大木４７
代表取締役　中村禊 １－３

TEL 0594-86-1000 /FAX 0594-86-1001
a0007249 〒454-0037 電気通信工事,消防施設工事
中日電機工業株式会社 愛知県名古屋市中川区富川町５丁
代表取締役　加藤高也 目２番の６

TEL 052-362-3651 /FAX 052-362-3668
a0003751 〒510-0256 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,屋根工事,鋼構
有限会社チュウブ 三重県鈴鹿市磯山１－１５－２１ 造物工事,ほ装工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,解体工事
代表取締役　伊達真純

TEL 059-388-0801 /FAX 059-388-0836
a0003084 〒511-0838 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
株式会社中部安全施設 三重県桑名市大字和泉４８９－１塗装工事
代表取締役　渡邊一史

TEL 0594-21-4504 /FAX 0594-22-5314
a0002452 〒464-0027 とび・土工・コンクリート工事,さく井工事
株式会社中部ウエルボーリング 愛知県名古屋市千種区新池町４丁
社 目５５番地
代表取締役　佐藤永一朗

TEL 052-781-4131 /FAX 052-781-4132
a0003231 〒456-0063 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
中部化工建設株式会社 愛知県名古屋市熱田区西野町二丁クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,
代表取締役　大塚秀幸 目７０番地３Ｆ 塗装工事

TEL 052-678-2268 /FAX 052-678-2269
a0003663 〒512-0933 機械器具設置工事
中部クリーン株式会社　三重営 三重県四日市市三滝台四丁目１－
業所 ２２　ステーションサイド三滝２
所長　大野隆光 Ｆ－１

TEL 059-320-3870 /FAX 059-320-3871
a0005876 〒510-0051 機械器具設置工事
中部資材株式会社　四日市支店 三重県四日市市千歳町６番地
支店長　神田浩三

TEL 059-353-1211 /FAX 059-353-1213
a0006585 〒462-0061 水道施設工事
中部新泉産業株式会社 愛知県名古屋市北区会所町１９番
代表取締役　原田順司 地の１０

TEL 052-901-0930 /FAX 0568-29-3021
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a0006971 〒467-0856 電気工事
中部精機株式会社　総合工事セ 愛知県名古屋市瑞穂区新開町２４
ンター －９９
センター長　小道浩也

TEL 052-872-5095 /FAX 052-872-5097
a0000495 〒466-0027 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
中部電工株式会社 愛知県名古屋市昭和区阿由知通２
代表取締役　山城敬介 －１６－２

TEL 052-732-1651 /FAX 052-741-2422
a0000508 〒466-0059 電気工事,電気通信工事
中部電子システム株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江３－３
代表取締役　木全行憲 －５

TEL 052-882-3491 /FAX 052-871-1544
a0000334 〒465-0092 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
中部土木株式会社 愛知県名古屋市名東区社台３－１び・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装
代表取締役社長　難波陽一 ２５ 工事,しゅんせつ工事,造園工事,水道施設工事

TEL 052-777-3311 /FAX 052-777-3319
a0004293 〒503-0017 とび・土工・コンクリート工事,造園工事
中部パークシステム株式会社 岐阜県大垣市中川町４丁目１５７
代表取締役　奥田隆庸 番地３

TEL 0584-73-5500 /FAX 0584-73-5550
a0000480 〒454-0024 管工事,機械器具設置工事
中部増成機械工業株式会社 愛知県名古屋市中川区柳島町３－
代表取締役　市岡佳子 ２４

TEL 052-361-4166 /FAX 052-365-8102
a0006358 〒470-1112 電気工事
中立電機株式会社 愛知県豊明市新田町南山９２番地
代表取締役　加藤徳弘 の１

TEL 0562-92-2121 /FAX 0562-95-0171
a0002587 〒510-0863 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,造園工事
株式会社千草園 三重県四日市市大字塩浜１３３－
代表取締役　伊藤純 １

TEL 059-345-1050 /FAX 059-345-5641
a0006967 〒513-0823 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,管
株式会社地生 三重県鈴鹿市道伯三丁目９番１号工事,ほ装工事,塗装工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　岸弥生

TEL 059-389-7353 /FAX 059-389-7354
a0002627 〒460-0003 電気工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,電気通信工
株式会社千代田組　中部支店 愛知県名古屋市中区錦一丁目１３事,水道施設工事
支店長　田中堅詞 番２６号

TEL 052-231-8381 /FAX 052-231-8440
a0000405 〒496-0004 土木一式工事,管工事,鋼構造物工事,塗装工事,水道施設工事
千代田工業株式会社 愛知県津島市蛭間町字桝田３２３
代表取締役　服部良三

TEL 0567-24-6651 /FAX 0567-24-7475
a0000346 〒453-0849 電気通信工事
千代田電子システム株式会社 愛知県名古屋市中村区稲西町１０
代表取締役　宮﨑昭俊 １－１

TEL 052-412-7111 /FAX 052-411-2110
a0001816 〒513-1124 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社司 三重県鈴鹿市自由ヶ丘一丁目３番クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,解体工事
代表取締役　伊藤龍司 １号

TEL 059-374-3138 /FAX 059-374-3143
a0004731 〒573-0137 電気工事
司電機産業株式会社 大阪府枚方市春日北町１－１３－
代表取締役　三好里美 ６

TEL 072-858-5671 /FAX 072-858-4436
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a0003129 〒450-0003 機械器具設置工事,水道施設工事
月島機械株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁
支店長　赤尾英明 目１７番２９号　広小路ＥＳビル

TEL 052-581-2378 /FAX 052-581-1624
a0002477 〒450-0003 機械器具設置工事
月島テクノメンテサービス株式 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁
会社　名古屋支店 目１７番２９号
支店長　髙井俊樹

TEL 052-581-1010 /FAX 052-581-1011
a0001782 〒518-0818 塗装工事,防水工事,内装仕上工事
有限会社辻岡建装工業 三重県伊賀市荒木１７００－１８
代表取締役　辻岡孝男

TEL 0595-24-7720 /FAX 0595-24-7721
a0003948 〒528-0037 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事
辻寅建設株式会社 滋賀県甲賀市水口町本綾野２番１
代表取締役　中野稔之 ６号

TEL 0748-62-0920 /FAX 0748-63-1765
a0003742 〒516-0001 電気工事,管工事,機械器具設置工事
ツダアトミック株式会社 三重県伊勢市大湊町６１２
代表取締役　津田裕也

TEL 0596-36-2955 /FAX 0596-36-2481
a0000001 〒510-0075 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社　三 三重県四日市市安島１丁目６番１ほ装工事,水道施設工事,解体工事
重支店 ４号
支店長　川瀨太啓

TEL 059-352-4355 /FAX 059-352-4350
a0000888 〒515-0354 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
株式会社土屋建設 三重県多気郡明和町大字行部５９工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根
代表取締役　土屋忠 ７－５ 工事,管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼

橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,内装
TEL 0596-55-2230 仕上工事,造園工事,水道施設工事/FAX 0596-55-2498

a0000220 〒460-0003 電気通信工事
都築電気株式会社　名古屋オフ 愛知県名古屋市中区錦２丁目１３
ィス 番３０号
中日本ソリューション営業統括部第一営業部　白石茂

TEL 050-3684-8001 /FAX 052-231-3169
a0004733 〒577-0067 建築一式工事,管工事,機械器具設置工事
鶴亀温水器工業株式会社 大阪府東大阪市高井田西３－２－
代表取締役　八和田靖夫 ２１

TEL 06-6788-5301 /FAX 06-6788-5373
a0003123 〒453-0853 土木一式工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工
株式会社鶴見製作所　中部支店 愛知県名古屋市中村区牛田通２－事,水道施設工事
支店長　松田章治 １９

TEL 052-481-8181 /FAX 052-482-1420
a0005917 〒812-0896 機械器具設置工事
株式会社ＴＳＳ 福岡県福岡市博多区東光寺町２丁
代表取締役　後藤哲也 目１番８号

TEL 092-415-3733 /FAX 092-415-3755
a0006325 〒532-0012 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,屋根工事,鋼構
ＴＳＰ太陽株式会社　大阪支店 大阪府大阪市淀川区木川東４丁目造物工事,内装仕上工事
大阪支店長　杉本裕紀 ８番３３号

TEL 06-6306-3150 /FAX 06-6306-3140
a0006128 〒460-0013 電気通信工事
株式会社ティーブイエスネクス 愛知県名古屋市中区上前津二丁目
ト １４番１５号
代表取締役社長　川﨑三千夫

TEL 052-322-6541 /FAX 052-322-6638
a0002446 〒461-0005 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社ＴＴＫ 愛知県名古屋市東区東桜２－１５
代表取締役　藤田義明 －７

TEL 052-931-8811 /FAX 052-931-7535
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a0003425 〒450-6036 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
鉄建建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目び・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構造物工事,ほ装工
執行役員支店長　大場秀彦 １番４号 事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,水道施設工事,解体工事

TEL 052-581-9222 /FAX 052-581-9654
a0000377 〒333-0848 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
株式会社テクアノーツ 埼玉県川口市芝下１丁目１番３号事,鋼構造物工事,塗装工事,機械器具設置工事,水道施設工事
代表取締役　三門克彰

TEL 048-424-2800 /FAX 048-424-2799
a0007060 〒510-0024 塗装工事
株式会社テクト 三重県四日市市新浜町１８－１１
代表取締役　河野達治

TEL 059-328-5077 /FAX 059-328-5087
a0004003 〒136-0071 管工事,機械器具設置工事
有限会社テクノ海洋 東京都江東区亀戸７丁目２番６号
取締役　町田民夫

TEL 03-3682-7087 /FAX 03-3682-3150
a0006227 〒463-0805 とび・土工・コンクリート工事,管工事,塗装工事
テクノネット株式会社 愛知県名古屋市守山区青山台７１
代表取締役　石野田賢次 １番地

TEL 052-799-5701 /FAX 052-799-5703
a0005552 〒140-0004 電気工事,管工事
テクノ矢崎株式会社 東京都品川区南品川二丁目２番１
代表取締役　佐野裕昭 ０号

TEL 03-5783-1401 /FAX 03-5783-1402
a0003949 〒101-0065 電気工事,機械器具設置工事,水道施設工事,清掃施設工事
テスコ株式会社 東京都千代田区西神田一丁目４番
代表取締役　髙橋久治 ５号

TEL 03-5244-5311 /FAX 03-5244-5661
a0000182 〒462-0844 建具工事
寺岡オート・ドアシステム株式 愛知県名古屋市北区清水五丁目１
会社　名古屋支店 ０番２号
支店長　吉田司

TEL 052-911-2361 /FAX 052-916-1562
a0005921 〒496-0008 塗装工事,防水工事
株式会社寺島塗装店 愛知県津島市宇治町字小切６３番
代表取締役　寺島淳一 地

TEL 0567-28-2609 /FAX 0567-24-5830
a0005671 〒460-0026 電気工事,機械器具設置工事
テラル株式会社　中部支店 愛知県名古屋市中区伊勢山１－１
次長　磯部佳功 －１９

TEL 052-332-6510 /FAX 052-332-6513
a0005916 〒460-8320 電気通信工事
テルウェル西日本株式会社　東 愛知県名古屋市中区松原三丁目２
海支店 番８号
取締役東海支店長　苫名明

TEL 052-322-8012 /FAX 052-331-2616
a0002612 〒456-0058 土木一式工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,塗装工事,水道施設工
株式会社デック　名古屋営業所 愛知県名古屋市熱田区六番２丁目事
所長　山田浩也 ７番３号

TEL 052-661-6450 /FAX 052-654-9485
a0006368 〒453-0861 ガラス工事,塗装工事,内装仕上工事
デコラテックジャパン株式会社 愛知県名古屋市中村区岩塚本通３
名古屋支店 丁目６番地
支店長　徳田敬明

TEL 052-412-1222 /FAX 052-412-0660
a0000237 〒461-0005 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
電気興業株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市東区東桜１－４－電気工事,鋼構造物工事,塗装工事,電気通信工事,解体工事
支店長　岩澤俊一 １３

TEL 052-962-2586 /FAX 052-962-2587
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a0000109 〒460-0008 機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社電業社機械製作所　名 愛知県名古屋市中区栄二丁目４番
古屋支店 １８号
支店長　專能哲也

TEL 052-231-6211 /FAX 052-201-6920
a0006401 〒450-0002 建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート
株式会社電通名鉄コミュニケー 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目工事,法面処理,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工
ションズ ８番１８号　名古屋三井ビルディ事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,
代表取締役　石川正裕 ング北館１０階 塗装工事,防水工事,内装仕上工事,熱絶縁工事,建具工事,解体

TEL 052-485-5558 工事/FAX 052-485-5503
a0002743 〒519-0506 土木一式工事,プレストレストコンクリート,電気工事,管工事,
有限会社トップ設備工業 三重県伊勢市小俣町湯田１１１１機械器具設置工事,水道施設工事,消防施設工事
代表取締役　岸端正実

TEL 0596-27-0118 /FAX 0596-22-6655
a0000635 〒510-0846 電気工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,消防施設工
株式会社トーカイ 三重県四日市市大井の川町３－２事
代表取締役社長　森由起子 ８

TEL 059-346-5533 /FAX 059-346-5537
a0004781 〒466-0854 水道施設工事
株式会社トーケミ　名古屋営業 愛知県名古屋市昭和区広路通６－
部 １２
部長　杉田直隆

TEL 052-752-2511 /FAX 052-752-2633
a0006685 〒858-0907 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事
有限会社トータスコーポレーシ 長崎県佐世保市棚方町４８８番地
ョン １７
代表取締役　亀井誠

TEL 0956-47-4611 /FAX 0956-47-4627
a0004000 〒140-0013 電気工事,電気通信工事
トータリゼータエンジニアリン 東京都品川区南大井６丁目２０番
グ株式会社 １４号
代表取締役　中三川和則

TEL 03-5762-5500 /FAX 03-5762-5519
a0006451 〒510-8016 建築一式工事,大工工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック
トータルアシストプラン株式会 三重県四日市市富州原町１０番６工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,内装仕上工事,解体工事
社 号
代表取締役　堤久夫

TEL 059-361-1616 /FAX 059-361-1717
a0006233 〒511-0808 土木一式工事,石工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,
ＴＯＴＡＬＭＡＳＴＥＲＳ株式 三重県桑名市大字下深谷部８０８水道施設工事,解体工事
会社 番地３
代表取締役　玉里芳直

TEL 0594-29-3578 /FAX 0594-29-3579
a0002812 〒102-0094 建築一式工事,内装仕上工事
株式会社トータルメデイア開発 東京都千代田区紀尾井町３－２３
研究所
代表取締役　山村健一郎

TEL 03-3221-5558 /FAX 03-3221-5521
a0000160 〒451-0045 電気工事,電気通信工事
トーテックアメニティ株式会社 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２
代表取締役　坂井幸治 ７番８号

TEL 052-533-6900 /FAX 052-533-6930
a0003214 〒452-0823 土木一式工事,建築一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工
株式会社トーブ 愛知県名古屋市西区あし原町８６事,水道施設工事,清掃施設工事
代表取締役　星野成人

TEL 052-502-8211 /FAX 052-502-8220
a0003951 〒511-0273 土木一式工事,しゅんせつ工事
株式会社東利　三重支店 三重県いなべ市大安町平塚字下松
支店長　田高久也 崎１９７０番１３

TEL 0594-78-2871 /FAX 0594-78-2871
a0005862 〒450-0002 建築一式工事
東レ建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目
支店長　鳥越茂徳 ５番２２号　名駅ＤＨビル

TEL 052-571-1287 /FAX 052-586-0258
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a0001847 〒515-0832 電気工事,電気通信工事
東亜株式会社 三重県松阪市丹生寺町字向山８－
代表取締役　深田泰希 １

TEL 0598-63-0008 /FAX 0598-63-0080
a0003477 〒468-0044 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事
東亜グラウト工業株式会社　中 愛知県名古屋市天白区笹原町５０
部支店 ８番地
支店長　大矢憲

TEL 052-842-8595 /FAX 052-842-8596
a0003173 〒460-0003 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
東亜建設工業株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中区錦三丁目４番び・土工・コンクリート工事,石工事,タイル・レンガ・ブロッ
支店 ６号 ク工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,
執行役員支店長　金子功 塗装工事,造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 052-957-6916 /FAX 052-957-6918
a0000335 〒510-0822 土木一式工事,管工事,水道施設工事,消防施設工事
東亜設備工業株式会社 三重県四日市市芝田２－２－１２
代表取締役　児玉光輝

TEL 059-351-6511 /FAX 059-351-6590
a0003730 〒518-0615 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
東亜道路工業株式会社　三重営 三重県名張市美旗中村６５０番地クリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
業所 の１ 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,造園工事,水道施設工事,解
所長　谷本昭吾 体工事

TEL 0595-65-8031 /FAX 0595-65-8030
a0005745 〒500-8152 電気工事
東栄電業株式会社 岐阜県岐阜市入舟町４－３８－１
代表取締役社長　澤田昭一

TEL 058-247-4331 /FAX 058-247-7801
a0007228 〒511-0806 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,解体
株式会社東海環境サービス 三重県桑名市大字東汰上１００９工事
代表取締役　野村智城 番地

TEL 0594-22-6349 /FAX 0594-23-6385
a0002100 〒510-8028 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事
東海建工 三重県四日市市下之宮町２２５－
代表者　昭本広子 １

TEL 059-363-9099 /FAX 059-363-9099
a0003134 〒457-0005 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
東海鋼管株式会社 愛知県名古屋市南区桜台２－５－鋼橋上部工,塗装工事,水道施設工事
代表取締役　乾公昭 ２４

TEL 052-822-8577 /FAX 052-822-8598
a0000009 〒454-0984 管工事,さく井工事
東海鑿泉株式会社　名古屋支社 愛知県名古屋市中川区供米田二丁
支社長　石原桂二 目４０８番地

TEL 052-303-2171 /FAX 052-303-3355
a0001257 〒510-0067 管工事,機械器具設置工事
東海水興株式会社 三重県四日市市浜田町６－１１
代表取締役　福山剛弘

TEL 059-352-8706 /FAX 059-352-8827
a0001330 〒513-0801 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
東海造園土木株式会社 三重県鈴鹿市神戸三丁目２３番３クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,造園工事,水道施設
代表取締役　儀賀悟 ７号 工事

TEL 059-382-0774 /FAX 059-382-0694
a0006829 〒110-0015 管工事
株式会社東海テック 東京都台東区東上野１丁目２３番
代表取締役　角張巖 ３号

TEL 03-3835-3616 /FAX 03-6803-2206
a0001269 〒510-0023 管工事,機械器具設置工事
株式会社東海テクノ 三重県四日市市午起２－４－１８
代表取締役　田中正廣

TEL 059-332-5122 /FAX 059-331-2289
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a0000081 〒464-0075 とび・土工・コンクリート工事,塗装工事
東海塗装株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市千種区内山３－１
支店長　原基道 ８－１０

TEL 052-741-5316 /FAX 052-741-5326
a0001728 〒510-0018 管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事
東海ドック工業株式会社 三重県四日市市白須賀２－２－１
代表取締役　伊藤克也 ２

TEL 059-332-1131 /FAX 059-332-4757
a0000344 〒512-0923 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,造園工事
東海物産株式会社 三重県四日市市高角町２９９７
代表取締役　青木貴行

TEL 059-326-6868 /FAX 059-326-6758
a0005519 〒472-0021 とび・土工・コンクリート工事,防水工事
東海防水株式会社 愛知県知立市逢妻町金山７－１６
代表取締役　市原健 ２

TEL 0566-81-9179 /FAX 0566-82-7001
a0000465 〒504-0928 とび・土工・コンクリート工事,造園工事
株式会社東海遊具製作所 岐阜県各務原市山脇町３丁目２番
代表取締役　中嶋一平 地

TEL 058-371-1001 /FAX 058-382-3815
a0000507 〒455-0071 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,しゅ
東海緑化株式会社 愛知県名古屋市港区新船町一丁目んせつ工事,造園工事,水道施設工事
代表取締役　小山了 １番地

TEL 052-651-5252 /FAX 052-651-5225
a0002396 〒460-0008 建築一式工事
東海リース株式会社　名古屋支 愛知県名古屋市中区栄３丁目３２
店 －２０
支店長　滝川敬之

TEL 052-261-1821 /FAX 052-263-1089
a0002006 〒460-0002 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリ
東急建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目ート工事,石工事,屋根工事,電気工事,管工事,タイル・レンガ
執行役員支店長　佐藤順一 ２２番２４号 ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせ

つ工事,塗装工事,内装仕上工事,水道施設工事,解体工事
TEL 052-957-5812 /FAX 052-957-5818

a0000207 〒460-0003 電気工事,機械器具設置工事
東京計器株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市中区錦１－２０－
所 １９　名神ビル
所長　北條浩由

TEL 052-232-8511 /FAX 052-232-8510
a0007132 〒102-0072 電気工事,電気通信工事
東京システム特機株式会社 東京都千代田区飯田橋四丁目５番
代表取締役　吉田光男 １１号

TEL 03-3239-1039 /FAX 03-3239-1062
a0003074 〒510-0064 電気工事,電気通信工事
東京電機産業株式会社　四日市 三重県四日市市新正３－４－５
支店
支店長　納富隆次

TEL 059-353-3151 /FAX 059-353-3154
a0003619 〒104-0045 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
東綱橋梁株式会社　東京支店 東京都中央区築地７－１２－７ 塗装工事
支店長　柴田樹男

TEL 03-6260-6450 /FAX 03-6460-6455
a0000079 〒510-0074 電気工事
東光電気工事株式会社　三重営 三重県四日市市鵜の森一丁目４番
業所 ５号
所長　岡昭利

TEL 059-350-5566 /FAX 059-350-5567
a0006865 〒453-0013 管工事
東３冷凍機株式会社 愛知県名古屋市中村区亀島２－１
代表取締役　小松生忠 ２－１２

TEL 052-452-2222 /FAX 052-452-2229
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a0005211 〒450-6630 電気工事,電気通信工事
東芝インフラシステムズ株式会 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目
社　中部支社 １番３号
統括責任者　横田昭

TEL 052-564-9194 /FAX 052-571-2274
a0003745 〒450-0002 機械器具設置工事
東芝エレベータ株式会社　中部 愛知県名古屋市中村区名駅４ー８
支社 ー１８　名古屋三井ビルディング
支社長　高橋厚博 北館６階

TEL 052-564-1054 /FAX 052-564-1070
a0007332 〒451-8502 管工事
東芝キヤリア株式会社　中部支 愛知県名古屋市西区名西２－３３
社 －１０
支社長　山中康裕

TEL 052-528-1442 /FAX 052-528-5437
a0003013 〒451-8502 電気通信工事
東芝通信インフラシステムズ株 愛知県名古屋市西区名西２丁目３
式会社　中部営業所 ３番１０号
所長　吉岡義成

TEL 052-528-3620 /FAX 052-528-3617
a0002422 〒450-6043 電気工事,電気通信工事
東芝デジタルソリューションズ 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目
株式会社　中部支社 １番４号　ＪＲセントラルタワー
支社長　水口正俊 ズ４３階

TEL 052-728-1705 /FAX 052-562-2177
a0007288 〒510-0075 電気工事
東芝プラントシステム株式会社 三重県四日市市安島２－８－９
三重営業所
所長　窪島一貴

TEL 059-355-4688 /FAX 059-355-4682
a0007055 〒451-0064 電気工事
東芝ライテック株式会社　中部 愛知県名古屋市西区名西２丁目３
営業所 ３番１０号
所長　本堂武志

TEL 050-3191-3163 /FAX 052-528-1545
a0006541 〒515-0044 電気工事,管工事,消防施設工事
株式会社東進 三重県松阪市久保町１１８番地１
代表取締役　東川勉士

TEL 0598-21-1273 /FAX 0598-21-1267
a0002698 〒510-0011 電気工事,管工事
東ソー霞エンジ株式会社 三重県四日市市霞１－１
代表取締役　山本英雄

TEL 059-364-8373 /FAX 059-364-8354
a0006499 〒541-0046 電気工事,管工事,電気通信工事
東テク株式会社　大阪支店 大阪府大阪市中央区平野町四丁目
常務執行役員支店長　糸満睦夫 ２番３号

TEL 06-6203-4871 /FAX 06-6222-6205
a0001723 〒510-8021 電気工事,電気通信工事
東電工業株式会社 三重県四日市市松寺１丁目５番２
代表取締役　村松紀幸 ９号

TEL 059-361-1133 /FAX 059-361-1134
a0005919 〒460-0017 電気工事,電気通信工事
東菱電子株式会社 愛知県名古屋市中区松原一丁目１
代表取締役　篭橋美久 ４番６号

TEL 052-322-3941 /FAX 052-339-1128
a0003324 〒515-0023 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
東部建設株式会社 三重県松阪市下七見町４６番地１び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,
代表取締役　田中真司 鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,造

園工事,水道施設工事,解体工事
TEL 0598-61-0111 /FAX 0598-61-0112

a0003125 〒510-0025 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,機械器
東邦地水株式会社 三重県四日市市東新町２－２３ 具設置工事,造園工事,さく井工事,水道施設工事,消防施設工事
代表取締役社長　伊藤重和

TEL 059-331-7315 /FAX 059-332-9563
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a0000591 〒512-0902 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
東報電産株式会社 三重県四日市市小杉町３２９－５
代表取締役　安達耕平

TEL 059-334-7185 /FAX 059-334-7184
a0004737 〒615-0013 管工事,機械器具設置工事
株式会社東洋エンタープライズ 京都府京都市右京区西院松井町６
代表取締役　尾崎彰

TEL 075-321-8484 /FAX 075-321-7795
a0003670 〒467-0827 土木一式工事,管工事,鋼構造物工事,防水工事,水道施設工事
株式会社東洋技研 愛知県名古屋市瑞穂区下坂町３丁
代表取締役　坪井孝雄 目５０番８

TEL 052-882-9230 /FAX 052-882-2014
a0003439 〒511-0079 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
東洋建設株式会社　三重営業所 三重県桑名市有楽町２５　第２ア工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,鋼構
所長　杉森厚 ヅマヤビル２階 造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,内

装仕上工事,水道施設工事,解体工事
TEL 0594-22-3344 /FAX 0594-23-4653

a0006385 〒450-0002 電気工事
東洋産業株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目
所 ２３番１７号
名古屋営業所長　藤田高広

TEL 052-541-1150 /FAX 052-533-3734
a0003248 〒510-0065 電気通信工事
東洋通信工業株式会社　四日市 三重県四日市市中浜田町３－７
営業所
営業所長　宇佐美高弘

TEL 059-352-7703 /FAX 059-352-7702
a0000694 〒510-0067 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事
東洋電機株式会社 三重県四日市市浜田町１３番１６
代表取締役　竹内稔 号

TEL 059-353-3281 /FAX 059-352-6379
a0000395 〒450-6641 電気工事
東洋電機製造株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目
支社 １番３号
名古屋支社長　永野祐司

TEL 052-541-1141 /FAX 052-586-4457
a0004961 〒453-0801 管工事
東洋熱工業株式会社　名古屋支 愛知県名古屋市中村区太閤五丁目
店 ５番１号
支店長　野村正志

TEL 052-451-7171 /FAX 052-451-6926
a0004166 〒543-0011 機械器具設置工事
東洋ホイスト株式会社　大阪支 大阪府大阪市天王寺区清水谷町８
店 －１５
支店長　長岡伸治

TEL 06-6768-4731 /FAX 06-6768-8655
a0002131 〒578-0965 土木一式工事,電気工事,機械器具設置工事,水道施設工事
東洋メンテナス株式会社 大阪府東大阪市本庄西１－１０－
代表取締役社長　尾曲浩明 ２４

TEL 06-4309-0880 /FAX 06-4309-0200
a0002551 〒101-8631 電気工事,電気通信工事
株式会社東和エンジニアリング 東京都千代田区東神田１－７－８
代表取締役　新倉恵里子

TEL 03-5833-8300 /FAX 03-5833-8301
a0005754 〒573-1144 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
東和工業株式会社 大阪府枚方市牧野本町一丁目１番び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,しゅ
代表取締役　田中弘子 ５９号 んせつ工事,塗装工事,防水工事,さく井工事,水道施設工事,解

体工事
TEL 072-855-5544 /FAX 072-855-0134

a0005343 〒606-8284 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
東和スポーツ施設株式会社 京都府京都市左京区北白川下池田工事
代表取締役　川谷真輝 町７９－１

TEL 075-702-1177 /FAX 075-702-1235
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a0000089 〒510-0845 電気工事,消防施設工事
東和電気工事株式会社　三重営 三重県四日市市海山道町１丁目７
業所 ９番地の３
所長　川口謙二

TEL 059-345-5288 /FAX 059-347-1060
a0003489 〒468-0051 土木一式工事,ほ装工事,水道施設工事
常盤工業株式会社　中部支店 愛知県名古屋市天白区植田３丁目
執行役員支店長　原田雅士 １５０４番地

TEL 052-803-3431 /FAX 052-803-4394
a0003752 〒512-8046 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,鋼構造
徳倉建設株式会社　三重営業所 三重県四日市市あかつき台二丁目物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事,解
所長　鈴木秀和 １番地の１６ 体工事

TEL 059-337-1450 /FAX 059-338-0848
a0003073 〒451-0051 土木一式工事,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事
株式会社都市整備 愛知県名古屋市西区則武新町４－
代表取締役　長谷恵俊 ４－６

TEL 052-551-6466 /FAX 052-551-6467
a0002892 〒461-0001 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
戸田建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市東区泉１丁目２２鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,内装仕上
支店長　鴨下靖弘 番２２号 工事,水道施設工事,解体工事

TEL 052-951-8540 /FAX 052-951-1470
a0006641 〒579-8001 建築一式工事
株式会社鳥羽瀬社寺建築 大阪府東大阪市善根寺町６－９－
代表取締役　稲岡信義 ２８

TEL 072-981-8493 /FAX 072-981-8508
a0001329 〒513-0801 塗装工事
冨田塗装有限会社 三重県鈴鹿市神戸６－１０－４３
代表取締役　冨田賢

TEL 059-382-1729 /FAX 059-383-2093
a0007313 〒453-0845 建築一式工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,解体工
株式会社トミナガ　中部支店 愛知県名古屋市中村区宮塚町１３事
支店長　毛利元浩 ８番地

TEL 050-3185-0010 /FAX 050-3156-3165
a0000221 〒465-0093 土木一式工事,建築一式工事,鋼構造物工事
株式会社巴コーポレーション 愛知県名古屋市名東区一社三丁目
名古屋支店 ９６番
支店長　中村龍弘

TEL 052-704-5181 /FAX 052-704-5189
a0003366 〒141-0001 電気工事,機械器具設置工事,水道施設工事
巴工業株式会社　機械本部 東京都品川区北品川五丁目５番１
専務取締役機械本部長　玉井章友５号

TEL 03-3442-5156 /FAX 03-3442-5179
a0003347 〒511-0814 土木一式工事,ほ装工事
富山建設株式会社 三重県桑名市松並町２－３２－１
代表取締役　酒井隆

TEL 0594-23-1531 /FAX 0594-23-3608
a0004860 〒662-0934 土木一式工事,管工事,しゅんせつ工事
株式会社豊浦浚渫 兵庫県西宮市西宮浜二丁目２１番
代表取締役　嶋城隆彦 ３号

TEL 0798-23-6984 /FAX 0798-33-5649
a0005376 〒512-1212 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社トヨタトータルデザイ 三重県四日市市智積町３１９６番管工事,ほ装工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,建具工事,
ン 地の１ 解体工事
代表取締役　豊田靖志

TEL 059-325-2588 /FAX 059-325-2577
a0001840 〒519-0137 土木一式工事,管工事,しゅんせつ工事,機械器具設置工事
有限会社豊田衛生 三重県亀山市阿野田町１８７０番
代表取締役　豊田和人 地

TEL 0595-82-1738 /FAX 0595-82-0173
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a0000455 〒192-0352 内装仕上工事
株式会社トリアド工房 東京都八王子市大塚６３６－２
代表取締役　伊藤民郎

TEL 042-675-2696 /FAX 042-675-6098
a0003504 〒460-0008 土木一式工事,電気工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道
株式会社酉島製作所　名古屋支 愛知県名古屋市中区栄二丁目８番施設工事
店 １２号　伏見ＫＳビル２Ｆ
支店長　谷川彰敏

TEL 052-221-9521 /FAX 052-211-2864
a0007255 〒510-0207 建築一式工事
株式会社とわの巧創 三重県鈴鹿市稲生塩屋３丁目２２
代表取締役　伊藤雅人 番２５号

TEL 059-392-7575 /FAX 059-392-7545
a0006223 〒460-0002 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
ドーピー建設工業株式会社　名 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,
古屋営業所 ２１番２５号 水道施設工事
所長　三浦誠一朗

TEL 052-211-9452 /FAX 052-211-9453
a0002665 〒519-3205 土木一式工事,電気工事,管工事,ほ装工事,機械器具設置工事,
株式会社銅勝 三重県北牟婁郡紀北町長島５２７水道施設工事,解体工事
代表取締役　庄司忠 －２

TEL 0597-47-1533 /FAX 0597-47-4048
a0007043 〒510-0257 電気工事,管工事
株式会社土性電気設備 三重県鈴鹿市東磯山一丁目３８番
代表取締役　土性昭彦 １号

TEL 059-386-6700 /FAX 059-386-6704
a0005107 〒532-0011 電気工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,水道施設工事
ドリコ株式会社　大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島５－１
支店長　鳥居赳志 ４－５

TEL 06-6303-5941 /FAX 06-6305-2315
a0001894 〒516-0011 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社ドローイング伊勢 三重県伊勢市一色町１１０－１ クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,
代表取締役　川端剣太朗 塗装工事,解体工事

TEL 0596-23-9145 /FAX 0596-24-5455
a0003952 〒451-0052 電気工事,消防施設工事
内藤電機株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市西区栄生三丁目１
取締役支店長　内藤恵介 ９番１２号

TEL 052-563-1041 /FAX 052-561-3087
a0005680 〒464-0074 建築一式工事
株式会社内藤ハウス　名古屋支 愛知県名古屋市千種区仲田２－１
店 ５－８　ＮＴビル１０Ｆ
支店長　海川敬一

TEL 052-732-7575 /FAX 052-732-7570
a0000898 〒515-0005 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
中井土木株式会社 三重県松阪市鎌田町２７４－４ び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,
代表取締役　中井俊彦 鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水道施設工事,

解体工事
TEL 0598-51-7565 /FAX 0598-51-6881

a0000751 〒510-0265 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
中尾建設株式会社 三重県鈴鹿市三宅町１６９４－１管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,塗装工事,造園工事,解体工事
代表取締役　中尾達也

TEL 059-372-0151 /FAX 059-372-1511
a0006924 〒531-0074 建築一式工事,塗装工事
中川株式会社 大阪府大阪市北区本庄東３丁目５
代表取締役　島木浩義 番１４号

TEL 06-6376-0052 /FAX 06-6376-3320
a0006369 〒519-0211 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,鋼構造
中川送電工事有限会社 三重県亀山市川崎町１５４５－１物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事
代表取締役　中川澄郎

TEL 0595-85-3456 /FAX 0595-85-3588

IP56PA20



業者名簿
  65 頁

部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
a0006460 〒300-0051 土木一式工事
中川ヒューム管工業株式会社 茨城県土浦市真鍋１－１６－１１
取締役社長　中川喜久治

TEL 029-821-3611 /FAX 029-821-3620
a0002004 〒515-0041 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社中建 三重県松阪市上川町２２７８－１クリート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
代表取締役　中東資文 装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0598-61-0066 /FAX 0598-28-8998
a0004160 〒508-0421 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリ
株式会社中島工務店 岐阜県中津川市加子母１００５番ート工事,法面処理,屋根工事,管工事,鋼構造物工事,鉄筋工事,
代表取締役　中島紀于 地 ほ装工事,板金工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,造園工

事,建具工事,水道施設工事,解体工事
TEL 0573-79-3131 /FAX 0573-79-3214

a0004861 〒450-0003 管工事
株式会社中西製作所　名古屋支 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁
店 目１３番２０号
支店長　高杉幹雄

TEL 052-533-2341 /FAX 052-533-3451
a0007038 〒513-0814 管工事,機械器具設置工事
有限会社中西総合メンテナンス 三重県鈴鹿市東玉垣町２５０５番
取締役　中西勝昭 地の４

TEL 059-383-5298 /FAX 059-383-3818
a0001658 〒513-0827 建築一式工事
中日本建設株式会社　鈴鹿支店 三重県鈴鹿市大池３丁目１番１４
取締役支店長　伊藤幸昌 号

TEL 059-378-0254 /FAX 059-370-2206
a0000467 〒500-8384 管工事,塗装工事,機械器具設置工事,水道施設工事
中日本産業株式会社 岐阜県岐阜市薮田南５－１３－４
代表取締役　加藤称一

TEL 058-274-7789 /FAX 058-274-0248
a0005625 〒460-0003 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
中日本ハイウェイ・メンテナン 愛知県名古屋市中区錦一丁目１８クリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
ス名古屋株式会社 番２２号 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,造園工事,水道施設工事
代表取締役　關谷富彦

TEL 052-218-6730 /FAX 052-218-6736
a0000271 〒510-0821 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,内装仕上工事,
株式会社ナカノフドー建設　三 三重県四日市市久保田２－１０－解体工事
重営業所 １３
所長　松永成人

TEL 059-350-2828 /FAX 059-350-2829
a0006366 〒510-0033 建築一式工事,内装仕上工事,建具工事
株式会社中野木工所 三重県四日市市川原町２２－６
代表取締役　中野勝方

TEL 059-332-1187 /FAX 059-332-5220
a0007267 〒460-0012 土木一式工事,電気工事,塗装工事
株式会社ナカボーテック　名古 愛知県名古屋市中区千代田３丁目
屋支店 １４番１４号
支店長　濱田昌宏

TEL 052-332-2850 /FAX 052-332-2851
a0007166 〒460-0022 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社中村組　名古屋支店 愛知県名古屋市中区金山２丁目１び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事,しゅんせつ
支店長　中村早千夫 ４番１８号 工事,水道施設工事,解体工事

TEL 052-321-0523 /FAX 052-331-1408
a0003270 〒512-8046 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社中村組 三重県四日市市あかつき台２－１管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水
代表取締役　中村利一郎 －１９２ 道施設工事,解体工事

TEL 059-337-2222 /FAX 059-337-2145
a0000930 〒516-0053 建築一式工事
なかむら建設株式会社 三重県伊勢市中須町６０９
代表取締役　中村彰

TEL 0596-25-6363 /FAX 0596-27-2263
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a0000327 〒510-0082 建築一式工事
株式会社中村工業　三重支店 三重県四日市市中部１２番１２号
取締役副社長三重支店長　田口正人

TEL 059-354-5197 /FAX 059-354-5206
a0006744 〒271-0093 とび・土工・コンクリート工事,造園工事
株式会社中村製作所 千葉県松戸市小山５１０番地
代表取締役　櫻田正明

TEL 047-330-1111 /FAX 047-330-1119
a0000422 〒552-0012 土木一式工事,石工事
中村石材工業株式会社 大阪府大阪市港区市岡３－１６－
代表取締役　西川禎亮 ３

TEL 06-6571-1206 /FAX 06-6575-2501
a0000908 〒515-0033 土木一式工事,プレストレストコンクリート,鋼構造物工事,鋼
中村土建株式会社 三重県松阪市垣鼻町７５６ 橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事
代表取締役　郷内吉貴

TEL 0598-21-1622 /FAX 0598-26-1440
a0003341 〒511-1146 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社ナガシマ 三重県桑名市長島町十日外面１２クリート工事,法面処理,ほ装工事,しゅんせつ工事,解体工事
代表取締役　伊藤秀和 ８番地２

TEL 0594-42-3633 /FAX 0594-42-3701
a0001205 〒511-1113 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
ナガシマ工業株式会社 三重県桑名市長島町押付１４８ クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,
代表取締役　林卓矢 しゅんせつ工事,塗装工事,機械器具設置工事,水道施設工事

TEL 0594-42-2000 /FAX 0594-42-3456
a0005594 〒503-0996 とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工事,電気通信工
長良電業株式会社 岐阜県大垣市島町１４６－３ 事,消防施設工事
代表取締役　小林知成

TEL 0584-91-2115 /FAX 0584-91-2118
a0006609 〒460-0003 建築一式工事,大工工事
株式会社ナガワ　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦３－４－６
支店長　伊藤慎吾 桜通大津第一生命ビルディング

１１Ｆ
TEL 052-971-8820 /FAX 052-971-8821

a0003953 〒451-0051 管工事,機械器具設置工事
名古屋水交株式会社 愛知県名古屋市西区則武新町四丁
代表取締役　西井康翁 目１番４５号

TEL 052-562-0770 /FAX 052-562-0772
a0004601 〒463-0051 タイル・レンガ・ブロック工事,機械器具設置工事
名古屋築炉工業株式会社 愛知県名古屋市守山区小幡太田１
代表取締役　高橋春生 ０番２８号

TEL 052-791-6533 /FAX 052-792-5319
a0000229 〒454-0021 電気工事,電気通信工事
名古屋電機工業株式会社　中部 愛知県名古屋市中川区横堀町一丁
支社 目３６番地
支社長　三山明秀

TEL 052-361-1305 /FAX 052-361-6217
a0005335 〒461-0004 タイル・レンガ・ブロック工事,機械器具設置工事,清掃施設工
ナゴヤプラント株式会社 愛知県名古屋市東区葵三丁目２５事
代表取締役　寺嶋秀司 番１号

TEL 052-935-1706 /FAX 052-935-1709
a0001482 〒515-0075 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社ナツカ 三重県松阪市新町１０１７ 鋼構造物工事,機械器具設置工事
代表取締役　長束吉治

TEL 0598-21-6633 /FAX 0598-21-3134
a0002524 〒518-0609 土木一式工事,プレストレストコンクリート,電気工事,管工事,
名張環境事業協業組合 三重県名張市西田原２１７６－３鋼構造物工事,鋼橋上部工,しゅんせつ工事,機械器具設置工事,
代表理事　玄甫澄子 ６ 水道施設工事,清掃施設工事

TEL 0595-67-0130 /FAX 0595-67-0131
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a0006791 〒460-0002 鋼構造物工事,鋼橋上部工
株式会社名村造船所　名古屋営 愛知県名古屋市中区丸の内３－８
業所 －１０
所長　頼茂宏

TEL 052-950-2226 /FAX 052-950-2227
a0000094 〒510-8122 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事
株式会社ナルックス 三重県三重郡川越町大字豊田５０
代表取締役社長　髙岡哉史 ０番地１

TEL 059-363-3332 /FAX 059-364-0682
a0000052 〒510-0065 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
生川建設株式会社 三重県四日市市中浜田町１－１０び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事,内装仕上工
代表取締役　生川正洋 事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-355-2310 /FAX 059-355-2315
a0002321 〒516-1309 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
南建工業株式会社 三重県度会郡南伊勢町東宮３１０工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,管工
代表取締役　岡野修治 ８番地 事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装

工事,防水工事,造園工事,水道施設工事,解体工事
TEL 0596-72-0251 /FAX 0596-72-0252

a0006789 〒519-2141 建築一式工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工
南勢資材有限会社 三重県松阪市上蛸路町８４０番地
代表取締役　村木厚之

TEL 0598-29-4664 /FAX 0598-29-0659
a0002540 〒465-0063 土木一式工事,水道施設工事
南野建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市名東区新宿２丁目
取締役支店長　橘高光成 ５８番地　ヒルトップ小松２０５

号
TEL 052-709-5523 /FAX 052-709-5539

a0001522 〒516-0007 塗装工事,防水工事,内装仕上工事
有限会社南部塗料 三重県伊勢市小木町１２７－６
代表取締役　福田明

TEL 0596-31-0051 /FAX 0596-36-7637
a0004374 〒541-0046 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
日化メンテナンス株式会社　西 大阪府大阪市中央区平野町１－８屋根工事,電気工事,管工事,ほ装工事,塗装工事,防水工事,機械
日本支店 －７ 器具設置工事,水道施設工事
支店長　植田栄一

TEL 06-6201-4525 /FAX 06-6201-4530
a0002370 〒511-0274 管工事
日管株式会社　三重営業所 三重県いなべ市大安町大井田字野
所長　安江哲也 添２３１２－５

TEL 050-9012-2075 /FAX 0594-77-1565
a0007261 〒510-0243 とび・土工・コンクリート工事,法面処理,機械器具設置工事,
株式会社ニックス 三重県鈴鹿市白子３丁目１８番２解体工事
代表取締役　新田浩己 ５号

TEL 059-388-1332 /FAX 059-399-7155
a0007199 〒156-0054 電気通信工事
日興通信株式会社 東京都世田谷区桜丘１丁目２－２
代表取締役　鈴木　範夫 ２

TEL 03-5451-1717 /FAX 03-5451-1712
a0000977 〒516-0012 電気工事,管工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社日光電気 三重県伊勢市通町４３０－２
代表取締役　松﨑繁

TEL 0596-25-6158 /FAX 0596-25-6283
a0006042 〒674-8585 鋼構造物工事,機械器具設置工事
日工マシナリー株式会社　関西 兵庫県明石市大久保町江井島１０
支店 １３番地の１
支店長　前田雅彦

TEL 078-947-3399 /FAX 078-947-3416
a0003687 〒454-0971 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,さく井
株式会社日さく　西日本支社 愛知県名古屋市中川区富田町大字工事,水道施設工事
執行役員支社長　坂本博之 千音寺字東尼ヶ塚１１７番地の２

TEL 052-432-0211 /FAX 052-431-7190
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a0002230 〒486-0806 塗装工事,防水工事
日清建工株式会社 愛知県春日井市大手田酉町１－３
代表取締役　髙木博子 －９

TEL 0568-83-3196 /FAX 0568-84-9608
a0003508 〒510-0103 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
日進建設株式会社 三重県四日市市楠町北五味塚２０び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事,解体工事
代表取締役　南中成昭 ６０－７９

TEL 059-397-3488 /FAX 059-397-4441
a0003738 〒450-0003 電気工事,電気通信工事
日新電機株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁
支社長　荒川修三 目１４番１９号　住友生命名古屋

ビル
TEL 052-561-5516 /FAX 052-561-0369

a0004863 〒460-0008 電気工事,電気通信工事
日新電通技研株式会社 愛知県名古屋市中区栄３－２５－
取締役社長　柴山裕孝 １６

TEL 052-261-7236 /FAX 052-241-3982
a0003688 〒450-6041 機械器具設置工事,消防施設工事
日信防災株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目
支店長　金田巌 １番４号　ＪＲセントラルタワー

ズ４１階
TEL 052-551-2670 /FAX 052-551-2671

a0002701 〒599-8254 機械器具設置工事,水道施設工事
日水産業株式会社　関西事業所 大阪府堺市中区伏尾４
所長　竹田強

TEL 072-278-5521 /FAX 072-278-5519
a0000034 〒450-0003 建築一式工事
日成ビルド工業株式会社　名古 愛知県名古屋市中村区名駅南２－
屋支店 １０－２２
支店長　松井宣祥

TEL 052-533-4730 /FAX 052-533-4733
a0006825 〒510-0081 塗装工事,防水工事
有限会社日創 三重県四日市市北町７－１３
代表取締役　山本雅也

TEL 059-350-8115 /FAX 059-350-8125
a0006490 〒519-0171 塗装工事
新田塗装 三重県亀山市アイリス町１４－３
代表　新田章 ５

TEL 0595-83-2875 /FAX 0595-83-2875
a0000141 〒460-0008 電気通信工事,消防施設工事
ニッタン株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中区栄１丁目２４
支社長　田代孝一郎 番１５号

TEL 052-229-0190 /FAX 052-229-0194
a0003689 〒450-0003 土木一式工事,管工事,鋼構造物工事,水道施設工事
日鉄パイプライン＆エンジニア 愛知県名古屋市中村区名駅南２－
リング株式会社　中部支社 １３－１８　ＮＳビル５階
中部支社長　杉浦拓生

TEL 052-856-6101 /FAX 052-856-6105
a0000232 〒532-0011 土木一式工事,電気工事,塗装工事
日鉄防食株式会社　西日本エン 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目
ジニアリング部 ９番１号
部長　平松幹次郎

TEL 06-6885-8855 /FAX 06-6885-8856
a0002800 〒453-0814 建築一式工事,内装仕上工事
株式会社日展　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区熊野町２丁
支店長　西嶋俊章 目２２番地の１

TEL 052-471-2210 /FAX 052-481-0278
a0003464 〒454-0932 鋼構造物工事,塗装工事,機械器具設置工事
日東河川工業株式会社　東海営 愛知県名古屋市中川区中島新町３
業所 丁目３０３番地　リバーサイド萬
所長　本多利光 新Ｅ号室

TEL 052-351-6506 /FAX 052-351-6535
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a0000067 〒511-0821 建築一式工事
株式会社日東建設　三重営業所 三重県桑名市大字矢田９００－１
営業所長　大橋栄 －２０１

TEL 0594-88-5740 /FAX 0594-88-5741
a0002662 〒450-0002 建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート
日東工営株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅４－２工事,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造
支店長　山口真弘 －１１ 物工事,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内

装仕上工事,建具工事
TEL 052-582-7231 /FAX 052-582-7954

a0000418 〒532-0011 とび・土工・コンクリート工事,造園工事
日都産業株式会社　関西営業所 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目
所長　髙江誠 １２番２２号

TEL 06-6305-6921 /FAX 06-6301-6443
a0003787 〒511-0212 土木一式工事,ほ装工事,解体工事
日鋪建設株式会社　三重営業所 三重県いなべ市員弁町平古６７
所長　新高庸介

TEL 0594-74-5235 /FAX 0594-74-5235
a0003361 〒461-0001 機械器具設置工事
日本オーチス・エレベータ株式 愛知県名古屋市東区泉一丁目２３
会社　中部支店 番３０号
支店長　荒孝造

TEL 052-951-1450 /FAX 052-951-1453
a0006108 〒102-0073 管工事
日本カルミック株式会社 東京都千代田区九段北１－１４－
代表取締役　高居隆章 １６

TEL 03-3230-6753 /FAX 03-3230-6756
a0003391 〒460-0008 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,鋼構
日本コムシス株式会社　東海支 愛知県名古屋市中区栄２－１０－造物工事,ほ装工事,塗装工事,電気通信工事,水道施設工事
店 １
支店長　土井内裕章

TEL 052-219-3317 /FAX 052-219-3312
a0003530 〒456-8691 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
日本車輌製造株式会社　輸機・ 愛知県名古屋市熱田区三本松町１鋼橋上部工,塗装工事
インフラ本部営業第二部　名古 番１号
屋営業グループ
グループ長　保坂治 TEL 052-882-3320 /FAX 052-883-2540
a0004113 〒651-2116 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
日本ジッコウ株式会社 兵庫県神戸市西区南別府１丁目１塗装工事,防水工事,水道施設工事
代表取締役　佐藤武司 ４－６

TEL 078-974-1388 /FAX 078-974-1392
a0006002 〒808-0023 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
日本鉄塔工業株式会社 福岡県北九州市若松区北浜１－７鋼橋上部工
代表取締役社長　有田陽一 －１

TEL 093-751-2715 /FAX 093-751-5339
a0003189 〒460-8525 電気工事,電気通信工事
日本電気株式会社　東海支社 愛知県名古屋市中区錦１－１７－
支社長　土門俊雅 １

TEL 052-222-2223 /FAX 052-222-2229
a0003210 〒453-0041 電気工事,電気通信工事
日本電設工業株式会社　中部支 愛知県名古屋市中村区本陣通二丁
店 目２９番地
支店長　橋本勉

TEL 052-471-7161 /FAX 052-483-2496
a0007231 〒552-0003 土木一式工事,電気工事,電気通信工事
日本電通株式会社 大阪府大阪市港区磯路二丁目２１
代表取締役社長　戸谷典嗣 番１号

TEL 06-6577-4121 /FAX 06-6577-4145
a0003957 〒108-8275 電気工事,塗装工事,内装仕上工事,機械器具設置工事,電気通信
日本トーター株式会社 東京都港区港南２－１６－１ 工事
代表取締役社長　鹿島将彦

TEL 03-5783-2200 /FAX 03-5769-7551
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a0001474 〒515-0015 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,管
株式会社日本屋　本店 三重県松阪市宮町３１８－１６ 工事,ほ装工事,塗装工事,内装仕上工事,造園工事,水道施設工事
取締役社長　上村良介

TEL 0598-26-3717 /FAX 0598-26-3713
a0005303 〒491-0845 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,塗装
日本ライナー株式会社　中部支 愛知県一宮市下川田町２丁目６番工事
店 地
支店長　神農信克

TEL 0586-71-4155 /FAX 0586-72-0144
a0000045 〒490-1112 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,鋼構
日本リーテック株式会社　中部 愛知県あま市上萱津北ノ川４７番造物工事,電気通信工事
支社 地
支社長　小出孝志

TEL 052-446-1450 /FAX 052-446-1440
a0006757 〒515-2124 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社ニーデ建設 三重県松阪市中ノ庄町１３８２番クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,解体工事
代表取締役　西出浩幸 地

TEL 0598-56-2386 /FAX 0598-56-3448
a0006136 〒558-0041 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社ニシオカ 大阪府大阪市住吉区南住吉三丁目クリート工事,法面処理,ほ装工事,造園工事
代表取締役　西岡修吾 １７番５号

TEL 06-6693-5756 /FAX 06-6694-5040
a0000890 〒515-0063 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社西川建設 三重県松阪市大黒田町３０５ び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,
代表取締役　西川信吾 鋼橋上部工,ほ装工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,水道

施設工事,解体工事
TEL 0598-21-4341 /FAX 0598-21-4311

a0000723 〒510-0226 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
西口建工株式会社 三重県鈴鹿市岸岡町３３７１ ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,解体工事
代表取締役　林健一郎

TEL 059-386-1196 /FAX 059-387-6383
a0006119 〒522-0004 建築一式工事
株式会社西澤工務店 滋賀県彦根市鳥居本町１９８０番
代表取締役　西澤政男 地の２

TEL 0749-23-6185 /FAX 0749-26-4767
a0002185 〒460-0008 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
西田鉄工株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市中区栄２丁目９番鋼橋上部工,塗装工事,水道施設工事
所 ３０号
所長　岡田佳朗

TEL 052-201-2012 /FAX 052-201-2013
a0001248 〒512-0906 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
西出建設株式会社 三重県四日市市山之一色町５１８び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事,水道施設工
代表取締役　阪本仁彦 －６ 事,解体工事

TEL 059-333-2500 /FAX 059-333-2263
a0003277 〒461-0004 管工事,消防施設工事
株式会社西原衛生工業所　名古 愛知県名古屋市東区葵三丁目２２
屋支店 番８号
支店長　安藤章彦

TEL 052-979-2780 /FAX 052-979-4550
a0003380 〒461-0004 管工事,機械器具設置工事,水道施設工事,清掃施設工事
株式会社西原環境　中部支店 愛知県名古屋市東区葵３丁目１５
支店長　熊谷眞純 －３１

TEL 052-979-2570 /FAX 052-979-2571
a0006330 〒468-0014 管工事
株式会社西原ネオ　中部支店 愛知県名古屋市天白区中平２－２
支店長　桜沢俊浩 ７４５

TEL 052-803-4521 /FAX 052-803-2671
a0002584 〒461-8558 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・
西松建設株式会社　中部支店 愛知県名古屋市東区泉２－２７－コンクリート工事,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロッ
執行役員支店長　白石明 １４ ク工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防

水工事,内装仕上工事,水道施設工事,解体工事
TEL 052-931-8474 /FAX 052-931-8895
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a0002476 〒519-0125 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事,水道施設工事,解体工事
西村建設株式会社　三重支店 三重県亀山市東町１－７－９
支店長　山中良友

TEL 0595-84-1215 /FAX 0595-84-1270
a0002785 〒453-0041 電気工事
西山電気株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区本陣通三丁
支店長　長谷川雅彦 目３３番地

TEL 052-461-7131 /FAX 052-482-3269
a0005576 〒515-2113 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社ニチカンコー 三重県松阪市喜多村新田町２４３クリート工事,法面処理,解体工事
代表取締役　吉井宏 番地

TEL 0598-56-3842 /FAX 0598-56-3847
a0003100 〒460-0008 消防施設工事
日本ドライケミカル株式会社 愛知県名古屋市中区栄１－１６－
名古屋支店 ６
支店長　紀伊通陽

TEL 052-202-1261 /FAX 052-209-5330
a0004704 〒668-0013 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
ニデック大豊機工株式会社 兵庫県豊岡市中陰４７０
代表取締役　田中剛

TEL 0796-23-1500 /FAX 0796-24-1611
a0006805 〒532-0011 建築一式工事,電気工事,鋼構造物工事,電気通信工事
日本エレクトロニツクシステム 大阪府大阪市淀川区西中島５－５
ズ株式会社 －１５
代表取締役社長　藤田佳宏

TEL 06-6886-1133 /FAX 06-6886-1242
a0003776 〒453-0035 機械器具設置工事
日本エレベーター製造株式会社 愛知県名古屋市中村区十王町２－
名古屋営業所 １
所長　舟橋雅至

TEL 052-461-3111 /FAX 052-461-6768
a0003506 〒480-1137 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,水道施設工
日本エンヂニヤ株式会社 愛知県長久手市下川原１５－１ 事
代表取締役　牧志龍男

TEL 0561-62-3611 /FAX 0561-62-9363
a0007227 〒519-4325 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,しゅ
日本環境開発株式会社　三重営 三重県熊野市有馬町羽市木１２４んせつ工事
業所 －１７
所長　奥谷英夫

TEL 0597-80-0666 /FAX 0597-80-0667
a0006652 〒101-0042 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社日本管財環境サービス 東京都千代田区神田東松下町２７管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,しゅん
東京支店 番地 せつ工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,機械器具設置工事,
支店長　本坊浩文 熱絶縁工事,水道施設工事,清掃施設工事,解体工事

TEL 03-3252-2115 /FAX 03-3252-2113
a0000153 〒456-0016 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,鋼構
日本街路灯製造株式会社 愛知県名古屋市熱田区五本松町１造物工事,塗装工事
代表取締役　後藤潤一郎 －８

TEL 052-681-2181 /FAX 052-681-2192
a0006356 〒460-0008 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
日本橋梁株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市中区栄二丁目３番鋼橋上部工,塗装工事,水道施設工事,解体工事
所 ６号
所長　鹿島龍太郎

TEL 052-747-4321 /FAX 052-747-4322
a0007276 〒461-0011 電気工事,管工事,機械器具設置工事,消防施設工事
日本空調システム株式会社 愛知県名古屋市東区白壁一丁目９
代表取締役　首藤健 番地

TEL 052-961-2661 /FAX 052-971-4738
a0005341 〒453-0038 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
日本クリーナーサービス株式会 愛知県名古屋市中村区猪之越町一事,機械器具設置工事,消防施設工事
社 丁目１番１０号
代表取締役　林克実

TEL 052-461-2391 /FAX 052-461-7282
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a0005879 〒513-0826 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,造園工事
株式会社日本グリーン 三重県鈴鹿市住吉３丁目１－２０
代表取締役　三浦彰太

TEL 059-378-0154 /FAX 059-378-9565
a0006980 〒460-0003 土木一式工事,建築一式工事
日本建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番
執行役員支店長　加藤文彦 ６号

TEL 052-218-6155 /FAX 052-218-6156
a0000084 〒540-0026 機械器具設置工事,水道施設工事
日本原料株式会社　関西支店 大阪府大阪市中央区内本町１丁目
支店長　瀬田和俊 ３－５

TEL 06-6941-5555 /FAX 06-6941-5559
a0002950 〒460-0002 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
日本高圧コンクリート株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目クリート工事,ほ装工事,水道施設工事
ＰＣ事業部名古屋営業所 ６番２７号
所長　谷英樹

TEL 052-950-2855 /FAX 052-950-2856
a0000184 〒330-0064 土木一式工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工事
日本自動機工株式会社 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－
代表取締役　古屋久昭 １－７

TEL 048-835-6361 /FAX 048-835-6370
a0002815 〒460-0003 管工事
日本設備工業株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中区錦２－２－２
支店 ２
取締役支店長　野村直樹

TEL 052-211-4126 /FAX 052-221-7025
a0000403 〒512-0934 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,電気工
株式会社日本総合施設 三重県四日市市川島町６６１２番事,塗装工事,電気通信工事,水道施設工事
代表取締役　里中祐介 地の２

TEL 059-322-5100 /FAX 059-321-9221
a0006188 〒521-0015 電気通信工事
日本ソフト開発株式会社 滋賀県米原市米原西２３番地
代表取締役社長　蒲生仙治

TEL 0749-52-3811 /FAX 0749-52-3804
a0002590 〒466-0015 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
日本体育施設株式会社　中部営 愛知県名古屋市昭和区御器所通１工事
業所 －１８　新翠明ビル
所長　米持雄治

TEL 052-875-9788 /FAX 052-875-9789
a0005395 〒465-0056 管工事
日本調理機株式会社　中部支店 愛知県名古屋市名東区野間町２５
支店長　小林正高 －１

TEL 052-702-1321 /FAX 052-703-4630
a0002686 〒474-0011 内装仕上工事
株式会社ニホンディスプレイ 愛知県大府市横根町名高山１５番
代表取締役　坂康臣 地の３

TEL 0562-46-7800 /FAX 0562-46-8611
a0003161 〒460-0026 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
日本電技株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区伊勢山二丁目
支店長　森光輝 １１番３３号

TEL 052-339-5515 /FAX 052-331-9011
a0006345 〒160-0004 管工事
日本熱源システム株式会社 東京都新宿区四谷１丁目６番１号
代表取締役社長　原田克彦

TEL 03-5341-4733 /FAX 03-5341-4734
a0006815 〒518-0001 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,鋼構造
日本ハイウエイ・サービス株式 三重県伊賀市佐那具町８６２－２物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,造園工事,水道施
会社　伊賀営業所 設工事
所長　木村義明

TEL 0595-23-3188 /FAX 0595-24-0793
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a0004159 〒450-0003 内装仕上工事,機械器具設置工事
日本ファイリング株式会社　名 愛知県名古屋市中村区名駅南２－
古屋支店 １４－１９　住友生命名古屋ビル
支店長　澤見年泰

TEL 052-582-7075 /FAX 052-581-4588
a0002457 〒460-0008 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
日本ファブテック株式会社　名 愛知県名古屋市中区栄四丁目６番クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工
古屋営業所 １５号
所長　鈴木達也

TEL 052-241-0440 /FAX 052-263-9885
a0003157 〒465-0026 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
日本フィールドシステム株式会 愛知県名古屋市名東区藤森２－１工事
社　中部支店 ８
支店長　中村康史

TEL 052-774-2280 /FAX 052-774-2163
a0004114 〒102-0072 電気通信工事
日本ベンダーネット株式会社 東京都千代田区飯田橋４丁目８－
代表取締役社長　竹野博己 ３

TEL 03-3265-0978 /FAX 03-3265-0968
a0000347 〒515-0011 電気工事,消防施設工事
日本報知機株式会社　三重営業 三重県松阪市高町６２－３
所
所長　中村知敬

TEL 0598-52-0621 /FAX 0598-51-5396
a0005256 〒515-0011 電気工事,消防施設工事
日本報知機三重株式会社 三重県松阪市高町６２－３
代表取締役　鈴木唯司

TEL 0598-52-0621 /FAX 0598-51-5396
a0002345 〒464-0075 土木一式工事,電気工事,塗装工事
日本防蝕工業株式会社　名古屋 愛知県名古屋市千種区内山１丁目
支店 １０番１０号
支店長　深見真介

TEL 052-735-3481 /FAX 052-735-3480
a0000201 〒460-0002 電気通信工事
日本無線株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中区丸の内３－２
支社長　小藥誠司 １－２５　清風ビル３Ｆ

TEL 052-959-5901 /FAX 052-959-5908
a0003656 〒460-0008 建築一式工事,電気工事,管工事
日本メックス株式会社　東海支 愛知県名古屋市中区栄３－８－８
店
取締役支店長　野田省吾

TEL 052-269-1511 /FAX 052-242-5244
a0003960 〒454-0013 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
株式会社日本メカトロニクス 愛知県名古屋市中川区八熊２－１
代表取締役　北村博人 －１１

TEL 052-339-2611 /FAX 052-339-2616
a0003147 〒512-1103 電気工事,電気通信工事
株式会社日本メディア 三重県四日市市西山町７５９９－
代表取締役　平井敦 ３

TEL 059-328-3392 /FAX 059-328-3637
a0002242 〒530-0035 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,鋼構
日本メンテナスエンジニヤリン 大阪府大阪市北区同心１－７－１造物工事,塗装工事,機械器具設置工事,水道施設工事
グ株式会社 ４
代表取締役社長　田伏重成

TEL 06-6355-3000 /FAX 06-6882-5568
a0000505 〒464-0858 管工事,機械器具設置工事
日本理化工業株式会社 愛知県名古屋市千種区千種３－２
代表取締役　光本翼 ０－２０

TEL 052-733-3561 /FAX 052-741-1990
a0005707 〒466-0059 機械器具設置工事
日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江３－４
代表取締役　麦井映時 －２８

TEL 052-881-3595 /FAX 052-881-0607
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a0006220 〒465-0094 土木一式工事,建築一式工事,石工事,電気工事,鋼構造物工事,
株式会社二友組 愛知県名古屋市名東区亀の井３－ほ装工事,しゅんせつ工事,機械器具設置工事,水道施設工事,消
代表取締役　辻亨 １７７ 防施設工事,解体工事

TEL 052-709-7700 /FAX 052-709-7788
a0000456 〒460-0003 電気工事,電気通信工事
ネットワンシステムズ株式会社 愛知県名古屋市中区錦一丁目１１
中部支社 番１１号　名古屋インターシティ
支社長　松本陽一 １２階

TEL 052-223-7676 /FAX 052-223-7677
a0003961 〒466-0021 管工事,機械器具設置工事,清掃施設工事
根本工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区小坂町２丁
代表取締役　根本和彦 目１３番地

TEL 052-732-0228 /FAX 052-732-0229
a0005640 〒513-0817 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社ノース・テック 三重県鈴鹿市桜島町２－７－３ クリート工事,石工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,
代表取締役　杉本則彦 塗装工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-358-5795 /FAX 059-383-5867
a0000019 〒466-0054 土木一式工事,建築一式工事,塗装工事,防水工事
株式会社乃一 愛知県名古屋市昭和区円上町１－
代表取締役　乃一剛英 １

TEL 052-882-2288 /FAX 052-882-2290
a0002621 〒450-0003 消防施設工事
能美防災株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅南１－
支社長　荒川徳之 ２４－３０

TEL 052-589-3241 /FAX 052-589-3289
a0000049 〒468-0045 電気工事,電気通信工事
野里電気工業株式会社　名古屋 愛知県名古屋市天白区野並１丁目
支店 １１５番
執行役員支店長　若杉武人

TEL 052-891-2058 /FAX 052-892-3844
a0006698 〒522-0029 電気工事,管工事,電気通信工事
株式会社ノセヨ 滋賀県彦根市地蔵町１１２番地１
代表取締役　野瀬昌代

TEL 0749-30-2038 /FAX 0749-30-0117
a0002076 〒519-3639 塗装工事,防水工事
株式会社野田塗装 三重県尾鷲市中川１４－３１
代表取締役　野田知之

TEL 0597-22-0702 /FAX 0597-23-1701
a0003786 〒460-0003 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,しゅ
株式会社ノバック　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦３丁目５番んせつ工事,水道施設工事
支店長　内匠光男 ２７号　錦中央ビル９階

TEL 052-973-3811 /FAX 052-973-3812
a0000925 〒516-0066 土木一式工事,管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,水道施設工事,
株式会社ノムラ 三重県伊勢市辻久留１－１１－５消防施設工事
代表取締役　野村信幸

TEL 0596-28-6617 /FAX 0596-22-2998
a0002155 〒135-8622 建築一式工事,鋼構造物工事,内装仕上工事
株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３番４号
代表取締役社長執行役員　榎本修次

TEL 03-5962-1171 /FAX 03-3570-2397
a0004511 〒585-0002 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,しゅんせつ工事,
八光海運株式会社 大阪府南河内郡河南町大字一須賀塗装工事
代表取締役　足立敏己 ４５３番地の１

TEL 0721-93-2222 /FAX 0721-93-5610
a0005877 〒583-0992 土木一式工事,管工事,しゅんせつ工事
八光興業株式会社 大阪府南河内郡太子町大字山田１
代表取締役　鈴木竜二 １１６番地の３６

TEL 0721-98-1666 /FAX 0721-80-4444
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a0005422 〒513-0012 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
株式会社ハットリ技建 三重県鈴鹿市石薬師町３９０－３工事
代表取締役　服部隆也

TEL 059-374-2073 /FAX 059-374-1798
a0000124 〒456-0055 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
株式会社服部組 愛知県名古屋市熱田区南一番町２事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水道施
取締役社長　服部善弘 ０－３ 設工事

TEL 052-661-8211 /FAX 052-654-3616
a0000596 〒512-0903 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事,解体工
株式会社服部土建 三重県四日市市小杉新町７２番地事
代表取締役　服部浩

TEL 059-331-6050 /FAX 059-331-1793
a0007312 〒519-0166 建築一式工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工事,内装
服部美建株式会社 三重県亀山市布気町７９０－１２仕上工事
代表取締役　服部創一

TEL 0595-82-7766 /FAX 0595-82-7758
a0005577 〒513-0017 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
ハーツテック 三重県鈴鹿市上野町９５８番地１び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,
代表　中野光敏 鋼橋上部工,ほ装工事

TEL 059-374-5305 /FAX 059-374-5306
a0003288 〒515-2109 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
萩原設備 三重県松阪市小野江町５２１－１び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,水道
代表　萩原正 ３ 施設工事

TEL 0598-56-3620 /FAX 0598-42-8883
a0002327 〒519-1423 土木一式工事,管工事
株式会社博電工業　三重営業所 三重県伊賀市希望ケ丘西３丁目６
三重営業所所長　堀川敏彦 －６０

TEL 0595-45-3824 /FAX 0595-45-3824
a0004373 〒553-0001 電気工事,内装仕上工事,機械器具設置工事
株式会社博電舎 大阪府大阪市福島区海老江８－９
代表取締役　谷井一博 －９

TEL 06-6452-2325 /FAX 06-4652-2326
a0006481 〒516-1103 電気工事
有限会社ハサマデンキ 三重県伊勢市津村町１６６３－３
取締役　迫間文寿

TEL 0596-39-0190 /FAX 0596-39-0190
a0006143 〒587-0013 内装仕上工事,機械器具設置工事
株式会社橋田舞台設備 大阪府堺市美原区真福寺７７番地
代表取締役　橋田伸俊 １

TEL 072-369-1122 /FAX 072-369-1133
a0006870 〒510-0839 塗装工事,防水工事
橋野塗装・防水 三重県四日市市青葉町８００番地
橋野健一 ８５

TEL 059-351-7063 /FAX 059-351-7063
a0002794 〒519-3639 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,電気
株式会社橋本組 三重県尾鷲市中川３０－１０ 工事,ほ装工事,機械器具設置工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　橋本考也

TEL 0597-22-7696 /FAX 0597-22-9874
a0002174 〒515-0045 土木一式工事,プレストレストコンクリート,造園工事
有限会社橋本庭松園 三重県松阪市駅部田町３８５
代表取締役　橋本英治

TEL 0598-23-7291 /FAX 0598-31-2606
a0000500 〒444-0396 管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社ハズ 愛知県西尾市寺津町五十間南１番
代表取締役　犬塚宣明 地２

TEL 0563-59-6660 /FAX 0563-59-5118

IP56PA20



業者名簿
  76 頁

部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
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a0003218 〒510-0068 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
長谷川体育施設株式会社　三重 三重県四日市市三栄町２－１１ 工事
営業所
所長　中嶋宏

TEL 059-354-9910 /FAX 059-354-9911
a0006091 〒501-3919 電気通信工事,消防施設工事
株式会社長谷川通信工業 岐阜県関市平成通２－１－３５
代表取締役　長谷川修

TEL 0575-25-6866 /FAX 0575-25-6898
a0006736 〒510-0104 塗装工事
長谷川塗装 三重県四日市市楠町南五味塚字矢
長谷川貴之 倉１１９８番地１

TEL 059-397-2048 /FAX 059-397-2048
a0001462 〒515-0041 電気工事,管工事,電気通信工事,消防施設工事
長谷電工株式会社 三重県松阪市上川町３６３９－２
代表取締役　長谷一男 ０

TEL 0598-28-7111 /FAX 0598-28-7114
a0001513 〒515-0507 土木一式工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工事
有限会社羽田野設備 三重県伊勢市村松町１３５６番地
代表取締役　羽田野尚人 １２

TEL 0596-37-3959 /FAX 0596-37-4193
a0006492 〒581-0042 管工事,機械器具設置工事
有限会社八大興産 大阪府八尾市南木の本２－２４－
代表取締役　小寺裕企 ９４

TEL 072-994-3686 /FAX 072-924-0923
a0005007 〒515-0313 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事
株式会社羽根工業 三重県多気郡明和町大字明星２８
代表取締役　羽根宏尚 ８１－７

TEL 0596-53-1115 /FAX 0596-53-1116
a0000736 〒513-0052 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社浜口リビック 三重県鈴鹿市下箕田一丁目４番８び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,塗装
代表取締役　濵口精一郎 号 工事,防水工事,造園工事,解体工事

TEL 059-385-0381 /FAX 059-385-3957
a0000151 〒453-0826 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,しゅ
株式会社ハマダ　名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区鈍池町３－んせつ工事,水道施設工事,解体工事
所長　尾上健 １３８

TEL 052-483-1311 /FAX 052-483-1311
a0006378 〒510-0951 建築一式工事,塗装工事,防水工事
濱田工業株式会社 三重県四日市市小古曽東三丁目４
代表取締役　濱田幹太 番地５６　ハイドパークＣ号棟

TEL 059-327-5720 /FAX 059-327-5723
a0005691 〒513-0816 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社ハマムラ工業 三重県鈴鹿市南玉垣町６５１３－鋼構造物工事,鋼橋上部工
代表取締役　濵村弘 １

TEL 059-381-1573 /FAX 059-382-2329
a0003364 〒515-2112 管工事,消防施設工事
株式会社ハヤシコーポレーショ 三重県松阪市曽原町７２８－４
ン
代表取締役　杉本大輔

TEL 0598-56-6661 /FAX 0598-56-6655
a0000685 〒510-0854 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,消防施設工
林電気工事株式会社 三重県四日市市塩浜本町３－３３事
代表取締役　吉原利枝

TEL 059-345-3039 /FAX 059-345-3295
a0003962 〒461-0004 機械器具設置工事,さく井工事
株式会社原田鑿井設備工業所 愛知県名古屋市東区葵１－１４－
名古屋営業所 １３
名古屋営業所長　原田美代

TEL 052-935-8711 /FAX 052-935-8715
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a0005943 〒636-0247 さく井工事,水道施設工事
株式会社原田鑿泉工業所 奈良県磯城郡田原本町阪手６５８
代表取締役　原田有廣 －２

TEL 0744-32-2895 /FAX 0744-33-1569
a0002883 〒513-1123 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社ハンエイ 三重県鈴鹿市下大久保町北山崎９び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,管工事,鋼構造
代表取締役　久保田繁吉 ７１ 物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,機械

器具設置工事,造園工事,水道施設工事,解体工事
TEL 059-373-2121 /FAX 059-373-2122

a0006605 〒554-0014 鋼構造物工事,機械器具設置工事
阪神テクノサービス株式会社 大阪府大阪市此花区四貫島２－２
代表取締役　吉田一美 ６－７

TEL 06-4804-1155 /FAX 06-6462-6175
a0007129 〒501-6001 建築一式工事,内装仕上工事
株式会社バウハウス丸栄 岐阜県羽島郡岐南町上印食五丁目
代表取締役　三ヶ尻大介 ８２番地

TEL 058-249-3611 /FAX 058-249-4055
a0003599 〒450-8611 建築一式工事,電気工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構
パナソニックＥＷエンジニアリ 愛知県名古屋市中村区名駅南２－造物工事,塗装工事,内装仕上工事,電気通信工事,建具工事,消
ング株式会社　中部支店 ７－５５ 防施設工事
支店長　山本総太郎

TEL 052-563-1161 /FAX 052-563-1162
a0005026 〒461-0005 電気工事,電気通信工事
パナソニックコネクト株式会社 愛知県名古屋市東区東桜一丁目１
現場ソリューションカンパニ ４番１１号
ー　中日本社
中日本社社長　細貝邦行 TEL 052-959-3262 /FAX 052-959-3289
a0006070 〒460-0002 電気工事,管工事
パナソニック産機システムズ株 愛知県名古屋市中区丸の内１－１
式会社　中部支店 ７－１９
支店長　出口雅典

TEL 052-209-6482 /FAX 052-209-6483
a0006360 〒501-4203 電気工事,機械器具設置工事
パブリックシステム株式会社 岐阜県郡上市八幡町初納１５４２
代表取締役　武藤正幸 番地１

TEL 0575-62-3511 /FAX 0575-62-3515
a0003483 〒210-0015 管工事,機械器具設置工事,清掃施設工事
Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社 神奈川県川崎市川崎区南町１番１
取締役社長　中川正善

TEL 044-200-0022 /FAX 044-200-0021
a0006379 〒510-0211 建築一式工事
有限会社ヒカリ住建 三重県鈴鹿市東旭が丘６－６－３
代表取締役　飯田容一郎 ３

TEL 059-386-0756 /FAX 059-388-1708
a0007140 〒511-0264 電気工事,消防施設工事
ヒカリ電気土木株式会社 三重県いなべ市大安町石榑東１０
代表取締役　岩花伸夫 ３４番地

TEL 0594-78-4778 /FAX 0594-78-2568
a0006545 〒516-0035 とび・土工・コンクリート工事,法面処理,塗装工事,防水工事
東口塗装工業株式会社 三重県伊勢市勢田町９１７番地２
代表取締役　東口勉 ７

TEL 0596-24-2929 /FAX 0596-24-2929
a0001815 〒510-0226 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,内装仕上工事
有限会社ヒグチ建設 三重県鈴鹿市岸岡町２８８４－５
代表取締役　樋口周雄

TEL 059-388-0358 /FAX 059-388-2308
a0000755 〒510-0243 土木一式工事,管工事,消防施設工事
株式会社ヒグチ工業 三重県鈴鹿市白子三丁目１３番１
代表取締役　樋口政司 ５号

TEL 059-386-2147 /FAX 059-386-7394
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a0006594 〒602-8341 土木一式工事,造園工事
樋口造園株式会社 京都府京都市上京区七本松通中立
代表取締役　樋口隆三 売下ル三軒町７７

TEL 075-462-1385 /FAX 075-464-6120
a0000223 〒558-0014 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリ
株式会社久本組 大阪府大阪市住吉区我孫子５－５ート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,鉄筋工
代表取締役　川口直昭 －２５ 事,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 06-6692-0461 /FAX 06-6692-0478
a0006974 〒460-0008 電気工事,機械器具設置工事
株式会社日立インダストリアル 愛知県名古屋市中区栄三丁目１７
プロダクツ　中部支店 番１２号
支店長　金井龍也

TEL 052-249-3060 /FAX 052-252-5055
a0003250 〒460-0003 電気通信工事
株式会社日立国際電気　中日本 愛知県名古屋市中区錦三丁目２０
支社 番２７号
支社長　山崎英之

TEL 052-223-2770 /FAX 052-223-2701
a0003292 〒460-0008 建築一式工事,電気工事,管工事,内装仕上工事,電気通信工事,
株式会社日立システムズ　中部 愛知県名古屋市中区栄１－２４－消防施設工事
支社 １５
支社長　木下浩一

TEL 052-232-0980 /FAX 052-203-1156
a0000176 〒450-6021 電気工事,管工事,電気通信工事
株式会社日立製作所　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目
支社長　湯次善麿 １番４号

TEL 052-243-3111 /FAX 052-526-4921
a0003095 〒450-0003 建築一式工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,
日立造船株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁鋼橋上部工,機械器具設置工事,清掃施設工事
支社長　西川佳成 目２４番３０号

TEL 052-581-0161 /FAX 052-582-6371
a0002371 〒460-0008 電気工事,管工事,機械器具設置工事,消防施設工事
株式会社日立ビルシステム　中 愛知県名古屋市中区栄三丁目１７
部支社 番１２号
支社長　井藤研晋

TEL 052-211-7257 /FAX 052-211-8199
a0005434 〒460-0008 管工事,機械器具設置工事
株式会社日立プラントサービス 愛知県名古屋市中区栄三丁目１７
中部支店 番１５号
支店長　小西伸幸

TEL 052-261-9331 /FAX 052-251-1059
a0000907 〒515-0802 土木一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事
株式会社日乃出エヤコン 三重県松阪市猟師町字新浜沖３４
代表取締役　岩出巧 ５－５７

TEL 0598-51-2621 /FAX 0598-51-2623
a0005740 〒503-1337 鋼構造物工事,機械器具設置工事
株式会社ヒビ 岐阜県養老郡養老町直江６１３番
代表取締役　日比英輝 地の１

TEL 0584-32-1222 /FAX 0584-32-0308
a0003610 〒450-0003 電気工事,電気通信工事
ヒビノスペーステック株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南３－
名古屋営業所 ４－２６
所長　田尾大輔

TEL 052-433-2721 /FAX 052-433-2722
a0002356 〒519-3203 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリ
株式会社平野組 三重県北牟婁郡紀北町島原１００ート工事,石工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗
代表取締役　平野金人 ９番地 装工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0597-47-0180 /FAX 0597-47-2299
a0007109 〒510-0951 塗装工事
株式会社平野塗装 三重県四日市市小古曽東一丁目３
代表取締役　平野裕司 番４３号

TEL 059-329-5344 /FAX 059-329-5347
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a0004144 〒503-0984 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,しゅん
ヒルムタ興業株式会社 岐阜県大垣市綾野二丁目２１７番せつ工事
代表取締役　蛭牟田悟 地

TEL 0584-91-5433 /FAX 0584-91-0266
a0000952 〒516-0061 建築一式工事
株式会社廣垣工務店 三重県伊勢市宮川２－６－７
代表取締役　廣垣顯

TEL 0596-24-1717 /FAX 0596-24-2990
a0006527 〒510-0833 塗装工事,防水工事
株式会社ビサイクラフト 三重県四日市市中川原三丁目６番
代表取締役　濱口隆司 ２号

TEL 059-340-7802 /FAX 059-340-7812
a0000492 〒462-0009 建築一式工事,塗装工事,防水工事
株式会社ビルメン 愛知県名古屋市北区苗田町１６
代表取締役　森公男

TEL 052-901-1801 /FAX 052-901-2772
a0003045 〒510-0068 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社ピーエス三菱　三重営 三重県四日市市三栄町３番１４号び・土工・コンクリート工事,石工事,鋼構造物工事,ほ装工事,
業所 カタオカビル しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事,解体工事
所長　吉田孝史

TEL 059-359-1530 /FAX 059-359-1531
a0006957 〒519-0401 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社ファースト 三重県度会郡玉城町世古３６２番クリート工事,法面処理
代表取締役　山上仁 地２

TEL 0596-24-7777 /FAX 0596-24-0118
a0006186 〒533-0033 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
ファースト建設株式会社 大阪府大阪市東淀川区東中島１丁クリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,塗装工事,
代表取締役　淺川憲一 目６番１４号 解体工事

TEL 06-6160-8700 /FAX 06-6160-8701
a0003690 〒515-2115 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社フォーレスト 三重県松阪市中道町５２９－４ クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,
代表取締役　森圭司 しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0598-56-9937 /FAX 0598-56-9938
a0003974 〒464-8567 電気通信工事
株式会社フューチャーイン 愛知県名古屋市千種区内山二丁目
代表取締役社長　渡邉英治 ６番２２号

TEL 052-732-8021 /FAX 052-732-8090
a0005530 〒455-0037 土木一式工事,鋼構造物工事,しゅんせつ工事
深田サルベージ建設株式会社 愛知県名古屋市港区名港一丁目２
名古屋支店 ０番６号　大昂築地センタービル
支店長　白川敏弘 ４階

TEL 052-661-9416 /FAX 052-659-1491
a0006750 〒511-0865 塗装工事,防水工事
株式会社福井装研 三重県桑名市藤が丘７－５０２－
代表取締役　福井直行 ３

TEL 0594-27-5313 /FAX 0594-27-5318
a0003963 〒960-8054 機械器具設置工事
株式会社福島製作所 福島県福島市三河北町９番８０号
代表取締役　百田昭洋

TEL 024-534-3146 /FAX 024-533-8318
a0006281 〒512-1105 造園工事
福島造園 三重県四日市市水沢町２４３０－
代表　福島崇裕 ３

TEL 059-329-2883 /FAX 059-329-2886
a0002115 〒510-8124 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,鋼構造
福田造園株式会社 三重県三重郡川越町大字南福崎１物工事,ほ装工事,造園工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　福田稔 ６６

TEL 059-365-2796 /FAX 059-364-5944
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a0002408 〒460-0002 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社福田組　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目水道施設工事,解体工事
上席執行役員支店長　山本幹夫 ２３番８号

TEL 052-971-3551 /FAX 052-971-3552
a0005873 〒515-2312 ガラス工事,建具工事
有限会社福本硝子 三重県松阪市嬉野見永町２３８
代表取締役　福本和也

TEL 0598-42-4928 /FAX 0598-42-7175
a0001688 〒510-0846 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
フコク施設工業株式会社 三重県四日市市大井の川町１－１クリート工事,法面処理,塗装工事
代表取締役　川村昌之 ６０７

TEL 059-345-1321 /FAX 059-345-1587
a0000477 〒464-0806 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,さく井工事
冨士開発株式会社 愛知県名古屋市千種区唐山町３－
取締役社長　吉田憲司 ３０

TEL 052-781-5871 /FAX 052-781-5898
a0001780 〒518-0836 とび・土工・コンクリート工事,造園工事
株式会社フジカワ 三重県伊賀市緑ヶ丘本町１６７４
代表取締役　藤川佳也 －１

TEL 0595-21-0833 /FAX 0595-21-6601
a0007210 〒101-0041 管工事,機械器具設置工事
フジキコー株式会社 東京都千代田区神田須田町２丁目
代表取締役　山本　博之 ６番５号

TEL 03-6214-1701 /FAX 03-6214-1710
a0006657 〒450-0001 建築一式工事
株式会社藤木工務店　名古屋営 愛知県名古屋市中村区那古野１丁
業所 目３８番１号
所長　匂梅宣幸

TEL 052-562-1071 /FAX 052-562-1072
a0006603 〒518-0615 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
株式会社富士グリーンテック 三重県名張市美旗中村６５０番地工事
三重営業所 の１
所長　冨山学

TEL 0595-41-2231 /FAX 0595-41-2232
a0000937 〒516-0072 土木一式工事,建築一式工事
株式会社富士建設 三重県伊勢市宮後２－１０－２０
代表取締役　島田祐希

TEL 0596-23-0161 /FAX 0596-28-0485
a0004555 〒950-3102 タイル・レンガ・ブロック工事,機械器具設置工事
富士建設工業株式会社 新潟県新潟市北区島見町３３０７
代表取締役　鳴海利彦 －１６

TEL 025-255-4161 /FAX 025-255-3301
a0000491 〒453-0801 管工事
富士工管株式会社 愛知県名古屋市中村区太閤一丁目
代表取締役　林下耕一郎 １番８号

TEL 052-452-3181 /FAX 052-452-3183
a0003148 〒515-0033 管工事,消防施設工事
株式会社藤工業 三重県松阪市垣鼻町１７８５－３
代表取締役　藤谷眞理子

TEL 0598-26-5221 /FAX 0598-23-3029
a0006435 〒174-0065 機械器具設置工事
富士工業株式会社 東京都板橋区若木一丁目２６番１
代表取締役　大沢創一 ３号

TEL 03-3931-1501 /FAX 03-3931-1503
a0004732 〒528-0005 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事
株式会社フジサワ建設 滋賀県甲賀市水口町水口１５９０
代表取締役　藤澤正幸 番地１

TEL 0748-62-3100 /FAX 0748-62-7334
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a0000396 〒451-0031 建築一式工事
富士産業株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市西区城西４丁目５
支店長　西尾達也 番４号

TEL 052-528-5678 /FAX 052-528-5668
a0002388 〒510-0074 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社フジタ　三重営業所 三重県四日市市鵜の森一丁目３番水道施設工事,解体工事
所長　石塚剛 ２号

TEL 059-351-1801 /FAX 059-351-1802
a0003458 〒510-0074 電気工事,機械器具設置工事
藤田電機工業株式会社　三重営 三重県四日市市鵜の森一丁目３番
業所 ２３号
三重営業所長　桐山孝司

TEL 059-354-7525 /FAX 059-354-7526
a0005920 〒480-1144 土木一式工事,ほ装工事
フジタ道路株式会社　名古屋支 愛知県長久手市熊田３０６番地
店
執行役員支店長　水口孝

TEL 0561-64-3271 /FAX 0561-63-6051
a0000452 〒153-0042 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
株式会社富士ダイナミクス 東京都目黒区青葉台１－２８－９
代表取締役　遠藤直輝

TEL 03-3793-5411 /FAX 03-3793-3474
a0007297 〒141-0033 建築一式工事,電気工事,管工事,内装仕上工事,電気通信工事
株式会社富士通エフサス 東京都品川区西品川一丁目１番１
代表取締役社長　小林俊範 号

TEL 03-5747-3974 /FAX
a0006941 〒450-6631 電気通信工事
富士通Ｊａｐａｎ株式会社　東 愛知県名古屋市中村区名駅１－１
海支社 －３
支社長　森本泰史

TEL 052-756-3820 /FAX 052-562-9016
a0000270 〒465-0028 電気通信工事
株式会社富士通ゼネラル　中部 愛知県名古屋市名東区猪高台一丁
情報通信ネットワーク営業部 目１３１５番地
部長　小林和宏

TEL 052-775-2361 /FAX 052-776-9212
a0005528 〒540-0001 電気工事,電気通信工事
富士通フロンテック株式会社 大阪府大阪市中央区城見２－２－
西日本支社 ５３　大阪東京海上日動ビルディ
西日本支社長　沼田和美 ング８階

TEL 06-6910-2210 /FAX 06-6949-2560
a0003238 〒460-0003 機械器具設置工事
フジテック株式会社　名古屋支 愛知県名古屋市中区錦２－２－２
店
支店長　笠井宏真

TEL 052-229-1805 /FAX 052-229-0211
a0005992 〒510-0013 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
富士電機株式会社　三重営業所 三重県四日市市富士町１番１３号
所長　中西秀行

TEL 059-330-7580 /FAX 059-332-7650
a0004115 〒513-8633 電気工事,機械器具設置工事
富士電機ＦＡサービス株式会社 三重県鈴鹿市南玉垣町５５２０
代表取締役　石田一郎

TEL 059-383-1859 /FAX 059-383-5178
a0000408 〒510-0845 電気工事,管工事,電気通信工事,消防施設工事
富士電設株式会社 三重県四日市市海山道町１－５６
代表取締役　川合淳

TEL 059-347-0088 /FAX 059-347-0085
a0001456 〒515-0006 電気工事,管工事,電気通信工事,消防施設工事
富士電設備株式会社 三重県松阪市石津町３２９番地３
代表取締役　沼田穂積

TEL 0598-51-2273 /FAX 0598-51-9910
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a0007213 〒460-0002 管工事
不二熱学工業株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中区丸の内１－１
支店 ７－２９
常務取締役支店長　吉田裕充

TEL 052-211-2161 /FAX 052-211-5963
a0003262 〒460-0003 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社富士ピー・エス　名古 愛知県名古屋市中区錦３丁目５番クリート工事,鋼構造物工事,ほ装工事,水道施設工事
屋支店 ３１号　（ジブラルタ生命名古屋
支店長　藤野拳徳 錦ビル）

TEL 052-971-7575 /FAX 052-951-1904
a0003049 〒510-0075 電気工事,管工事
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社　三重 三重県四日市市安島２－１１－８
営業所 －４０５
所長　中島幹夫

TEL 059-350-1815 /FAX 059-350-1816
a0005712 〒453-0838 管工事,消防施設工事
富士防災設備株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中村区向島町四丁
支店 目２１番７号
支店長　長坂祐司

TEL 052-413-3911 /FAX 052-412-2285
a0006907 〒540-0031 建築一式工事,内装仕上工事
株式会社フジヤ　関西支社 大阪府大阪市中央区北浜東４－３
取締役　池内一夫 ３　北浜ＮＥＸＵＢＵＩＬＤ２９

Ｆ
TEL 06-6947-3208 /FAX 06-6947-3209

a0002799 〒510-0073 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
藤吉工業株式会社　三重支店 三重県四日市市西浜田町３－３ 事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工事
執行役員店長　木村健治

TEL 059-353-8181 /FAX 059-353-2539
a0000588 〒510-0854 土木一式工事,管工事,水道施設工事,消防施設工事
藤原工業株式会社 三重県四日市市塩浜本町３－４５
代表取締役　藤原和彦

TEL 059-345-3151 /FAX 059-347-0795
a0000183 〒454-0007 土木一式工事,プレストレストコンクリート,鋼構造物工事,し
株式会社フソウ　名古屋支店 愛知県名古屋市中川区広住町５番ゅんせつ工事,機械器具設置工事,水道施設工事
支店長　赤松淳平 ２２号

TEL 052-369-2581 /FAX 052-369-2584
a0005721 〒115-0055 機械器具設置工事
扶桑ユニテック株式会社 東京都北区赤羽西四丁目４４番２
代表取締役　岡嶋敏 号

TEL 03-3900-8001 /FAX 03-3900-8002
a0006217 〒520-3302 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装
双葉建設株式会社 滋賀県甲賀市甲南町池田３４４６工事,さく井工事,水道施設工事
代表取締役　山本善浩 番地３

TEL 0748-86-2524 /FAX 0748-86-6816
a0001046 〒518-0031 塗装工事,防水工事
株式会社フタバ工芸 三重県伊賀市長田３５４１－２
代表取締役　上村良一

TEL 0595-21-2925 /FAX 0595-23-6566
a0003070 〒460-0008 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリ
株式会社不動テトラ　中部支店 愛知県名古屋市中区栄五丁目２７ート工事,石工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗
常務執行役員支店長　小林弘樹 番１４号 装工事,内装仕上工事,水道施設工事,解体工事

TEL 052-261-5131 /FAX 052-263-4564
a0001517 〒515-0507 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,電
船谷建設株式会社 三重県伊勢市村松町１３６４番地気工事
代表取締役　船谷哲司 ８

TEL 0596-37-5111 /FAX 0596-37-5112
a0001302 〒512-0923 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社富洋組 三重県四日市市高角町９１８－２クリート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,塗装
代表取締役　近藤雅幸 工事,造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-326-4321 /FAX 059-326-6900
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a0002630 〒451-0045 鋼構造物工事,機械器具設置工事
古河産機システムズ株式会社 愛知県名古屋市西区名駅一丁目１
名古屋支店 番１７号
支店長　戸谷哲也

TEL 052-561-4580 /FAX 052-561-4634
a0003576 〒450-6643 電気工事
古河電池株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目
支社長　飛松猛利 １番３号　ＪＲゲートタワー４３

階
TEL 052-414-4626 /FAX 052-414-4673

a0007123 〒510-0101 土木一式工事,プレストレストコンクリート
株式会社ブルーテック 三重県四日市市楠町小倉４４１番
代表取締役　前田幸二 地２０

TEL 059-397-3870 /FAX 059-397-3870
a0006376 〒510-0891 内装仕上工事,建具工事
文化シヤッターサービス株式会 三重県四日市市日永西２－１７－
社　四日市サービスステーショ ２０
ン
サービスステーション長　小山貴弘TEL 059-346-0418 /FAX 059-347-2503
a0005970 〒550-0003 建築一式工事,機械器具設置工事,清掃施設工事
株式会社プランテック 大阪府大阪市西区京町堀１丁目６
代表取締役　勝井基明 －１７

TEL 06-6448-2200 /FAX 06-6448-2250
a0000066 〒464-0075 電気工事
株式会社ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋ 愛知県名古屋市千種区内山三丁目
ｓ　名古屋支店 ３０番９号
執行役員支店長　戸塚寛介

TEL 052-741-3221 /FAX 052-741-4640
a0000406 〒510-0946 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
別府建設株式会社 三重県四日市市小林町３０１８－び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,
代表取締役　谷垣武志 １０ 鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事

TEL 059-322-1339 /FAX 059-323-0255
a0005544 〒460-0003 土木一式工事,管工事,鋼構造物工事,水道施設工事
株式会社ベルテクノ 愛知県名古屋市中区錦三丁目５番
代表取締役　鈴木洋 ２７号

TEL 052-857-9001 /FAX 052-857-9006
a0007131 〒595-0051 屋根工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事
株式会社ペイント王 大阪府泉大津市東港町１０番７号
代表取締役　久保聖

TEL 0725-90-7177 /FAX 0725-90-7179
a0006574 〒796-8020 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
堀田建設株式会社 愛媛県八幡浜市郷１番耕地１２－管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,しゅん
代表取締役　菊池泰行 １ せつ工事,塗装工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0894-24-3850 /FAX 0894-24-2900
a0000299 〒519-0124 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
堀田建設株式会社 三重県亀山市東御幸町２３３番地び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事,造園工事,水
代表取締役　堀田誠 ３ 道施設工事,解体工事

TEL 0595-82-3311 /FAX 0595-83-0062
a0003176 〒450-6032 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
ホーチキ株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目
支店長　行實剛一 １番４号

TEL 052-856-0433 /FAX 052-856-0124
a0002929 〒512-0904 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,塗装工事,防水
株式会社ホームクリエイト 三重県四日市市東坂部町１８５３工事
代表取締役　佐々木道子 番地

TEL 059-332-0997 /FAX 059-325-6450
a0007149 〒471-0865 土木一式工事,電気工事,管工事,しゅんせつ工事,機械器具設置
ホーメックス株式会社 愛知県豊田市松ケ枝町三丁目３０工事,造園工事,消防施設工事
代表取締役　餅原幹也 番地

TEL 0565-33-2468 /FAX 0565-33-2472
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a0003469 〒510-8027 とび・土工・コンクリート工事
株式会社保安企画　四日市営業 三重県四日市市茂福１４９番地１
所
所長　松田治久

TEL 059-324-3305 /FAX 059-324-3306
a0003964 〒462-0037 とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工事,タイル・レ
邦英商興株式会社 愛知県名古屋市北区志賀町一丁目ンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,塗装工事,防水工事,機械器
代表取締役　裏川直也 １８番 具設置工事,清掃施設工事,解体工事

TEL 052-914-2641 /FAX 052-914-1124
a0005321 〒739-0024 鋼構造物工事,機械器具設置工事
株式会社豊国エンジニアリング 広島県東広島市西条町御薗宇６４
代表取締役　近藤雅彦 ００－４

TEL 082-422-1205 /FAX 082-422-3062
a0000057 〒451-0044 土木一式工事,鋼構造物工事,塗装工事,機械器具設置工事,水道
豊国工業株式会社　中部支店 愛知県名古屋市西区菊井２丁目２施設工事
支店長　宮重徹 ０番１９号

TEL 052-561-2735 /FAX 052-561-2738
a0006167 〒557-0062 機械器具設置工事
株式会社豊国昭和起重機製作所 大阪府大阪市西成区津守３丁目３
代表取締役　岸本毅 －１

TEL 06-6653-1177 /FAX 06-6653-1933
a0007004 〒453-0801 建具工事
株式会社豊和　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区太閤１－８
支店長　荻野寿喜 －７

TEL 052-452-1110 /FAX 052-459-1018
a0004602 〒503-0856 電気工事,管工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社ホクエー電工 岐阜県大垣市新田町四丁目２６番
代表取締役　北倉晃 地

TEL 0584-87-0585 /FAX 0584-87-0586
a0006535 〒515-0027 土木一式工事,ほ装工事
有限会社北栄エンジニア 三重県松阪市朝田町７１番地１
代表取締役　北村その子

TEL 0598-50-3002 /FAX 0598-50-3003
a0006748 〒510-0004 塗装工事
株式会社ホクセイ 三重県四日市市大宮西町１７－１
代表取締役　池内孝 ６

TEL 059-332-1331 /FAX 059-332-0716
a0001722 〒510-8017 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,消防施設工
北勢電気株式会社 三重県四日市市平町１９－８ 事
取締役社長　若林忠

TEL 059-365-3151 /FAX 059-364-4515
a0007187 〒920-0362 電気工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,電気通信工
北菱電興株式会社 石川県金沢市古府３丁目１２番地事,水道施設工事
取締役社長　小倉一郎

TEL 076-269-8500 /FAX 076-269-8502
a0003659 〒450-0002 管工事
ホシザキ東海株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅５－２
代表取締役　秋田孝 １－３

TEL 052-563-5581 /FAX 052-581-1418
a0000040 〒516-0005 土木一式工事,建築一式工事
株式会社堀崎組 三重県伊勢市竹ケ鼻町２０６番地
代表取締役社長　西岡眞

TEL 0596-36-1700 /FAX 0596-36-2164
a0005732 〒461-0048 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社本陣 愛知県名古屋市東区矢田南三丁目び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,電気工事,管工
代表取締役　梅岡美喜男 １３番７号 事,鋼構造物工事,ほ装工事,造園工事,水道施設工事

TEL 052-722-3000 /FAX 052-722-8311
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a0003054 〒450-0002 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社本間組　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目鋼構造物工事,しゅんせつ工事,水道施設工事
支店長　菅原純一 ３番８号

TEL 052-571-6617 /FAX 052-571-6618
a0005619 〒465-0056 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
ボンドエンジニアリング株式会 愛知県名古屋市名東区野間町２６塗装工事
社　名古屋支店 番地２
名古屋支店長　川井利夫

TEL 052-838-5845 /FAX 052-838-5846
a0006332 〒515-0505 電気工事,管工事,機械器具設置工事
株式会社ポンプス 三重県伊勢市西豊浜町５０６７番
代表取締役　加茂智久 地１

TEL 0596-63-8660 /FAX 0596-63-8650
a0005446 〒135-8482 建築一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事,熱絶縁工事
株式会社前川製作所 東京都江東区牡丹三丁目１４番１
代表取締役社長執行役員　前川真５号

TEL 03-3642-8181 /FAX 03-3643-7094
a0006386 〒515-2342 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
有限会社マエガワ産業 三重県松阪市大阿坂町２０９７番び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事
代表取締役　前川みち子 地

TEL 0598-26-3170 /FAX 0598-26-3170
a0002557 〒460-0003 土木一式工事,鋼構造物工事,しゅんせつ工事,機械器具設置工
株式会社前澤エンジニアリング 愛知県名古屋市中区錦二丁目１４事,水道施設工事
サービス　名古屋営業所 番２１号
所長　玉腰善一

TEL 052-218-6971 /FAX 052-218-6979
a0003595 〒460-0003 土木一式工事,管工事,鋼構造物工事,しゅんせつ工事,機械器具
前澤工業株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦二丁目１４設置工事,水道施設工事
支店長　山本幸一 番２１号

TEL 052-218-7691 /FAX 052-218-7699
a0000965 〒516-0026 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社前田組 三重県伊勢市宇治浦田３－１７－石工事,管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装
代表取締役　前田哲 ３４ 工事,造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0596-25-8525 /FAX 0596-24-6567
a0005282 〒480-0138 土木一式工事,造園工事
株式会社前田グリーンサービス 愛知県丹羽郡大口町大御堂１－１
エンジニア ９０
代表取締役　山岡勇

TEL 0587-95-4105 /FAX 0587-95-7172
a0006969 〒532-0003 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社前田産業　大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目１解体工事
大阪支店長　川畑一彦 －４５　新大阪八千代ビル５階Ｊ

号室
TEL 06-6210-6030 /FAX 06-6210-6031

a0006694 〒460-0003 機械器具設置工事
株式会社前田鉄工所　名古屋営 愛知県名古屋市中区錦３－５－２
業所 ７　錦中央ビル１０階
所長　米原久雄

TEL 052-961-1891 /FAX 052-950-1588
a0000834 〒515-2322 電気工事,電気通信工事
前田電気工事株式会社 三重県松阪市嬉野須賀町６１８
代表取締役　前田重雄

TEL 0598-42-2201 /FAX 0598-42-2214
a0005869 〒510-0211 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事
馬路組 三重県鈴鹿市東旭が丘３－２０－
馬路敏明 ７

TEL 059-388-9723 /FAX 059-358-5076
a0000511 〒454-0024 管工事,機械器具設置工事
株式会社マスナリ 愛知県名古屋市中川区柳島町３－
代表取締役　市岡佳子 ２４

TEL 052-361-4160 /FAX 052-362-2224
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a0003354 〒470-0194 電気通信工事
マスプロ電工株式会社　名古屋 愛知県日進市浅田町上納８０番地
支店
支店長　木田和宏

TEL 052-802-2233 /FAX 052-802-2235
a0005853 〒485-0071 電気通信工事
増山電機株式会社 愛知県小牧市弥生町５５番地
代表取締役　鈴木英治

TEL 0568-65-9313 /FAX 0568-65-9314
a0007069 〒512-1202 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,塗装
有限会社マチケン 三重県四日市市あがたが丘三丁目工事,防水工事,内装仕上工事,解体工事
代表取締役　町田貴大 １８番地

TEL 059-325-2639 /FAX 059-325-2640
a0000165 〒460-0008 建築一式工事,大工工事,屋根工事,内装仕上工事,解体工事
松井建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄５－２８－
執行役員支店長　野村守宏 １２　名古屋若宮ビル

TEL 052-249-4771 /FAX 052-249-4772
a0000595 〒510-8114 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
松岡建設株式会社 三重県三重郡川越町大字亀崎新田鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,防水工事,水道施設工
代表取締役社長　松岡伸年 ５１－１ 事

TEL 059-365-2171 /FAX 059-364-2715
a0000261 〒450-0003 土木一式工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工
松岡産業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南４－事
代表取締役　松岡和人 １０－１８

TEL 052-586-2111 /FAX 052-586-2213
a0005685 〒519-0606 電気工事,消防施設工事
有限会社松岡電気店 三重県伊勢市二見町荘１７６２番
代表取締役　松岡美幸 地

TEL 0596-43-2162 /FAX 0596-43-4888
a0004072 〒512-0921 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事
株式会社松尾住設 三重県四日市市尾平町２９４３－
代表取締役　松尾隆弘 ７

TEL 059-331-1669 /FAX 059-333-6124
a0001868 〒515-1411 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
松阪飯南森林組合 三重県松阪市飯南町粥見５７２５工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構造物工
代表理事組合長　上田和久 －３ 事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,内装仕上工事,造園

工事,水道施設工事
TEL 0598-32-3516 /FAX 0598-32-3545

a0002724 〒515-0005 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
松阪興産株式会社 三重県松阪市鎌田町２５３－５ ほ装工事
代表取締役　中川祐

TEL 0598-51-0211 /FAX 0598-51-1151
a0007146 〒515-2112 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社松阪テック 三重県松阪市曽原町３４２番地１クリート工事,法面処理
代表取締役　倉田幸範

TEL 0598-30-6657 /FAX 0598-30-6658
a0006940 〒515-0215 塗装工事,防水工事
株式会社松伸 三重県松阪市横地町４７５番地２
代表取締役　松島毅

TEL 0598-67-8925 /FAX 0598-28-5108
a0006893 〒512-0902 土木一式工事,プレストレストコンクリート
株式会社松谷建設 三重県四日市市小杉町８９１番地
代表取締役　松谷裕治 １５

TEL 059-324-2961 /FAX 059-324-2961
a0001344 〒513-0058 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
有限会社松野建設 三重県鈴鹿市林崎２－９－２０ び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,ほ装工事,解体
代表取締役　松野暁広 工事

TEL 059-382-4306 /FAX 059-384-3390
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a0005231 〒460-0008 建築一式工事
株式会社松村組　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄５－１－３
常務執行役員支店長　酒井正彦 ２

TEL 052-855-0823 /FAX 052-855-0826
a0004216 〒500-8382 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
松村工業株式会社 岐阜県岐阜市薮田東１丁目６番５ 事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,さく井工事,水道施設工事,
代表取締役　松村公夫 号 消防施設工事

TEL 058-271-3912 /FAX 058-274-3944
a0004769 〒529-1537 屋根工事
株式会社松村工務店 滋賀県東近江市市子殿町１３６９
代表取締役　松村正徳

TEL 0748-55-8008 /FAX 0748-55-8018
a0002392 〒460-0008 電気工事
株式会社松村電機製作所　中部 愛知県名古屋市中区栄５丁目２８
支店 番１２号　名古屋若宮ビル３階
支店長　山口滋

TEL 052-265-1591 /FAX 052-265-1590
a0000841 〒515-2324 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社松本組 三重県松阪市嬉野町１４４５－２管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,造園工事,水道施設工事,解体
代表取締役　羽根俊幸 工事

TEL 0598-42-2266 /FAX 0598-42-6914
a0000881 〒515-0217 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
有限会社松本水道 三重県松阪市早馬瀬町１８８ クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,消防施設工事
取締役　松本勉

TEL 0598-28-2824 /FAX 0598-28-5622
a0000526 〒463-0038 電気工事,管工事,消防施設工事
松本テクニコ株式会社 愛知県名古屋市守山区原境町９１
代表取締役　中嶋邦子 ７番地

TEL 052-777-2411 /FAX 052-777-8211
a0003967 〒564-0037 土木一式工事,管工事
的場商事株式会社 大阪府吹田市川岸町２１番４５号
代表取締役　的場広宣

TEL 06-6381-3818 /FAX 06-6381-3496
a0006654 〒516-0064 解体工事
株式会社マミテック 三重県伊勢市二俣一丁目１５－８
代表取締役　間宮辰典

TEL 0596-65-6801 /FAX 0596-65-6804
a0004741 〒464-0082 とび・土工・コンクリート工事,管工事
丸石テクノ株式会社 愛知県名古屋市千種区上野３－９
代表取締役　大橋利浩 －１１

TEL 052-712-1112 /FAX 052-712-1134
a0000956 〒516-0066 管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,塗装工事,機械器具設置工事,
株式会社丸井鉄工所 三重県伊勢市辻久留３－７－１５清掃施設工事
代表取締役　丸井崇生

TEL 0596-24-6601 /FAX 0596-24-6602
a0002786 〒518-0722 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社丸栄建設 三重県名張市松崎町１４４０－１び・土工・コンクリート工事,法面処理,電気工事,管工事,ほ装
代表取締役　菊山賢二 工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0595-63-2155 /FAX 0595-64-2776
a0002326 〒515-0011 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
丸亀産業株式会社 三重県松阪市高町４５０－１ 工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根
代表取締役　竹上景太 工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋上部

工,ほ装工事,しゅんせつ工事,内装仕上工事,水道施設工事,解
TEL 0598-53-9111 体工事/FAX 0598-53-9125

a0002782 〒515-0041 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
丸亀重機建設株式会社 三重県松阪市上川町２７３９番地鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工
代表取締役　竹上仁士 １８ 事

TEL 0598-61-2800 /FAX 0598-61-2801
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a0006288 〒510-0954 塗装工事,防水工事,内装仕上工事
株式会社マルサン 三重県四日市市釆女町１６３２－
代表取締役　倉田浩延 １５

TEL 059-271-5737 /FAX 059-390-1326
a0000742 〒519-0103 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,鋼
有限会社丸昌組 三重県亀山市川合町８８ 構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,造園工事,水道施設工事,解
代表取締役　伊藤幸仁 体工事

TEL 0595-82-2051 /FAX 0595-83-1029
a0002783 〒519-3658 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
株式会社丸昇建設 三重県尾鷲市倉ノ谷町２６－２１工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根
代表取締役　小倉章弘 工事,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,鉄筋工事,ほ装工事,し

ゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,造園工事,水道施設工事,解
TEL 0597-22-0075 体工事/FAX 0597-23-1259

a0005979 〒513-0814 機械器具設置工事
有限会社丸昭清美社 三重県鈴鹿市東玉垣町５００番地
代表取締役　中西智紀 の２３６

TEL 059-383-5298 /FAX 059-383-3818
a0000188 〒540-8577 土木一式工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,造園工
株式会社丸島アクアシステム 大阪府大阪市中央区谷町５－３－事,水道施設工事
取締役社長　島岡秀和 １７

TEL 06-6766-3300 /FAX 06-6766-3311
a0003001 〒540-0012 土木一式工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工事
丸島産業株式会社 大阪府大阪市中央区谷町５－３－
取締役社長　服部勝哉 １７

TEL 06-6766-2777 /FAX 06-6766-2788
a0003969 〒453-0016 管工事
株式会社マルゼン　名古屋支社 愛知県名古屋市中村区竹橋町１３
支社長　大江隆博 －１２

TEL 052-454-2601 /FAX 052-454-2608
a0006807 〒910-0857 電気工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,電気通信工
株式会社マルツ電波 福井県福井市豊島２丁目６番７号事,消防施設工事
代表取締役　土谷高歳

TEL 0776-27-3302 /FAX 0776-27-0210
a0005561 〒459-8009 電気工事,管工事,機械器具設置工事
株式会社マルテイーポンプコン 愛知県名古屋市緑区清水山二丁目
サルタント １６０６番地
代表取締役　徳美文悟

TEL 052-626-1841 /FAX 052-626-1862
a0000348 〒501-1183 鋼構造物工事,鋼橋上部工,機械器具設置工事
株式会社丸徳鉄工 岐阜県岐阜市則松３丁目２９２番
代表取締役社長　葛谷政勝 地

TEL 058-239-9858 /FAX 058-239-9816
a0006646 〒510-0812 建築一式工事
株式会社丸富工務店 三重県四日市市大字西阿倉川３２
代表取締役　伊藤隆司 ５番地１

TEL 059-333-6336 /FAX 059-324-6446
a0002506 〒519-2505 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社丸八土建 三重県多気郡大台町江馬６６８－クリート工事,法面処理,ほ装工事,水道施設工事
代表取締役　橋本智弥 １

TEL 0598-76-0100 /FAX 0598-76-0888
a0006533 〒515-1204 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社マルハテック 三重県松阪市小片野町１１８８番クリート工事,法面処理,ほ装工事,水道施設工事
代表取締役　大北正規 地

TEL 0598-62-0710 /FAX 0598-62-0711
a0003383 〒461-0008 電気工事
丸茂電機株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市東区武平町五丁目
所 １番地　名古屋栄ビルディング
所長　田中徹

TEL 052-951-7425 /FAX 052-951-0790
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a0006669 〒533-0014 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
マルヤ電気株式会社 大阪府大阪市東淀川区豊新１丁目
代表取締役　丸谷良美 １番７号

TEL 06-6327-0505 /FAX 06-6323-2405
a0006912 〒515-0505 建築一式工事
丸芳奥野建築株式会社 三重県伊勢市西豊浜町１１１１－
代表取締役　奥野芳彦 ２

TEL 0596-37-2468 /FAX 0596-37-2547
a0007137 〒510-0236 建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面
株式会社マルヨシコーポレーシ 三重県鈴鹿市中江島町１９番３５処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,塗装工事,防水工事,内装仕上
ョン 号 工事,建具工事
代表取締役　赤石忠良

TEL 059-388-1743 /FAX 059-389-7178
a0006122 〒515-0041 電気工事,電気通信工事
株式会社ミック 三重県松阪市上川町３６７０－１
代表取締役　大西匡尚 ５

TEL 0598-28-7100 /FAX 0598-28-7101
a0007238 〒518-0835 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,塗装
株式会社ミエ安全 三重県伊賀市緑ケ丘南町２２８１工事
代表取締役　今井康之 －３

TEL 0595-21-1462 /FAX 0595-23-6261
a0006917 〒512-0902 管工事
有限会社三重エアコンサービス 三重県四日市市小杉町４５１番地
代表取締役　伊藤貢 １

TEL 059-332-2543 /FAX 059-332-6475
a0000664 〒510-0056 とび・土工・コンクリート工事,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上
株式会社三重機器 三重県四日市市南起町５番１９号部工,機械器具設置工事
代表取締役　池内征生

TEL 059-351-2626 /FAX 059-351-2659
a0000442 〒511-0251 鋼構造物工事,機械器具設置工事
三重重工業株式会社 三重県員弁郡東員町大字山田字北
代表取締役　窪道德 前塚３７１０番地

TEL 0594-76-7511 /FAX 0594-76-2634
a0004076 〒510-0012 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社三重水道センター 三重県四日市市大字羽津４６３６クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事
代表取締役　德竹隆夫 番地２

TEL 059-364-0299 /FAX 059-364-1631
a0007145 〒515-0026 塗装工事
三重総合住宅有限会社 三重県松阪市立田町２７５番地２
取締役　濱好美 ハイツ山路１０３

TEL 0598-67-9900 /FAX 0598-67-9900
a0001648 〒510-1231 土木一式工事,プレストレストコンクリート,造園工事
株式会社三重造園 三重県三重郡菰野町大字神森６９
代表取締役　小林一司 ３番地４

TEL 059-394-0814 /FAX 059-394-5006
a0001687 〒511-0923 土木一式工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工
株式会社三重テクノ 三重県桑名市大字桑部１４９６番事,電気通信工事,水道施設工事
代表取締役　中村仁司 地１

TEL 0594-88-5755 /FAX 0594-88-5733
a0000866 〒515-0054 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
三重電機設備株式会社 三重県松阪市立野町４９８
代表取締役　岡野達也

TEL 0598-26-2577 /FAX 0598-23-7356
a0003273 〒512-0911 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,消防施設工
三重電設株式会社 三重県四日市市生桑町３４７－４事
代表取締役　齋藤賢司

TEL 059-333-0080 /FAX 059-333-0090
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a0002776 〒519-4327 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,塗装工事
有限会社三重塗装 三重県熊野市金山町３０３９－２
代表取締役　仮屋積 ８

TEL 0597-80-0070 /FAX 0597-80-0071
a0001657 〒510-0018 電気工事,機械器具設置工事
三重発動機株式会社 三重県四日市市白須賀一丁目３－
代表取締役　北川幸生 １６

TEL 059-331-1826 /FAX 059-331-6047
a0001859 〒515-0006 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
有限会社三重パイピング工業 三重県松阪市石津町２７番地７ び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,管工事,鋼構造
代表取締役　吉池忠雄 物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道

施設工事,解体工事
TEL 0598-51-5067 /FAX 0598-51-3738

a0005817 〒510-0886 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事
株式会社三重日立 三重県四日市市日永東二丁目２番
代表取締役　杉原裕行 ６号

TEL 059-346-4311 /FAX 059-346-2227
a0002797 〒510-0073 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,機械器
三重藤吉工業株式会社 三重県四日市市西浜田町３－３ 具設置工事,水道施設工事
代表取締役　加藤靖始

TEL 059-353-7726 /FAX 059-353-2539
a0002503 〒510-0244 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
三重舗道株式会社 三重県鈴鹿市白子町２９８８－１
代表取締役　小島学

TEL 059-387-6903 /FAX 059-388-4100
a0003566 〒511-0826 管工事
三重ライニング株式会社 三重県桑名市大字太夫字西浦１８
代表取締役　髙島直子 ６－１

TEL 0594-23-1294 /FAX 0594-23-1294
a0006077 〒530-0004 土木一式工事,管工事,しゅんせつ工事,機械器具設置工事,水道
ミザック株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４施設工事
代表取締役　柾木隆弘 番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワ

ー１７階
TEL 06-6344-2700 /FAX 06-6344-2701

a0003695 〒511-0861 土木一式工事,プレストレストコンクリート,石工事,鋼構造物
水谷建設株式会社 三重県桑名市大字蛎塚新田３２８工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水道施
代表取締役　水谷秀雄 設工事,解体工事

TEL 0594-21-8111 /FAX 0594-22-3313
a0002380 〒559-8510 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
美津濃株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北１－鋼構造物工事,ほ装工事,内装仕上工事,造園工事
代表取締役社長　水野明人 １２－３５

TEL 06-6614-8188 /FAX 06-6614-8343
a0005045 〒486-0969 管工事,機械器具設置工事
株式会社ミズプラ 愛知県春日井市味美白山町１－１
代表取締役　柴田考 ０－１６

TEL 0568-36-2727 /FAX 0568-36-1115
a0003302 〒460-0002 電気工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社ミゾタ　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内２－１
支店長　林昌浩 ４－２０　ザ・スクエア４階Ｓ室

TEL 052-228-2601 /FAX 052-228-2602
a0003321 〒460-0008 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大工工事,左
三井住友建設株式会社　中部支 愛知県名古屋市中区栄四丁目３番 官工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根工事,電
店 ２６号 気工事,管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋上部
執行役員支店長　田中邦佳 工,ほ装工事,しゅんせつ工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,

TEL 052-251-8182 内装仕上工事,熱絶縁工事,造園工事,建具工事,水道施設工事,解体工事/FAX 052-251-2659
a0000885 〒460-0002 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
三井住友建設鉄構エンジニアリ 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事
ング株式会社　名古屋営業所 ２１番２５号
所長　竹尾和幸

TEL 052-212-8145 /FAX 052-212-8146
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a0000244 〒461-0004 土木一式工事,鋼構造物工事,しゅんせつ工事,機械器具設置工
三菱化工機株式会社　名古屋営 愛知県名古屋市東区葵三丁目１８事,水道施設工事
業所 番１７号
所長　山崎雅彦

TEL 052-931-0599 /FAX 052-931-5705
a0005118 〒103-0021 土木一式工事,プレストレストコンクリート,電気工事,管工事,
三菱ケミカルアクア・ソリュー 東京都中央区日本橋本石町１－２鋼構造物工事,鋼橋上部工,機械器具設置工事,さく井工事,水道
ションズ株式会社 －２ 施設工事
代表取締役　安口公勉

TEL 03-6848-4220 /FAX 03-6778-5377
a0002710 〒451-0045 機械器具設置工事,清掃施設工事
三菱重工環境・化学エンジニア 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２
リング株式会社　中部支店 ２番９号
支店長　吉江直俊

TEL 052-541-2801 /FAX 052-541-2802
a0006900 〒242-0007 建築一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事
三菱重工冷熱株式会社　大和事 神奈川県大和市中央林間七丁目８
業所 番１号
エンジニアリング事業本部長　髭分美次

TEL 046-272-3259 /FAX 046-272-1006
a0002166 〒450-6423 電気工事,電気通信工事
三菱電機株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目
支社長　中竹春美 ２８番１２号

TEL 052-565-3027 /FAX 052-565-3200
a0005684 〒461-8675 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事
三菱電機システムサービス株式 愛知県名古屋市東区大幸南１－１
会社　中部支社 －９
取締役支社長　八尾尚志

TEL 052-721-0135 /FAX 052-719-1274
a0003268 〒510-0067 電気工事,管工事,機械器具設置工事
三菱電機ビルソリューションズ 三重県四日市市浜田町３－１２
株式会社　中部支社三重支店
支店長　松枝俊明

TEL 0593-51-5728 /FAX 0593-52-2284
a0003741 〒448-0851 電気工事,機械器具設置工事,電気通信工事
三菱電機プラントエンジニアリ 愛知県刈谷市神田町一丁目３３番
ング株式会社　中部本部 地
常務執行役員中部本部長　佐野弘一

TEL 0566-28-4545 /FAX 0566-28-4535
a0000212 〒460-0002 機械器具設置工事,電気通信工事
三菱プレシジョン株式会社　中 愛知県名古屋市中区丸の内３－２
部支社 １－３１
支社長　更田周司

TEL 052-961-3557 /FAX 052-961-3493
a0001908 〒516-0062 とび・土工・コンクリート工事,塗装工事,防水工事,内装仕上
南シーリング有限会社 三重県伊勢市浦口１－３－７ 工事
代表取締役　南端哲

TEL 0596-23-8744 /FAX 0596-23-8740
a0001274 〒510-8028 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
美富士建設株式会社 三重県四日市市下之宮町２２５－び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,
代表取締役　昭本智博 １ 鋼橋上部工,ほ装工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-364-1700 /FAX 059-364-5670
a0001523 〒513-0019 塗装工事
三邦塗装株式会社 三重県鈴鹿市高岡台一丁目１４番
代表取締役　中川哲也 ７号

TEL 059-327-7133 /FAX 059-327-7134
a0002568 〒510-0961 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
宮古島建設工業株式会社 三重県四日市市波木町４９１ ほ装工事,解体工事
代表取締役　前泊英子

TEL 059-321-1272 /FAX 059-322-1147
a0000175 〒517-0021 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
宮崎建設工業株式会社 三重県鳥羽市安楽島町１２２２番び・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上
代表取締役　宮崎正司 地２ 部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0599-25-3969 /FAX 0599-25-2689

IP56PA20



業者名簿
  92 頁

部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
a0001241 〒512-0913 建築一式工事,ガラス工事,建具工事
株式会社宮崎工業 三重県四日市市西坂部町３７９２
代表取締役　宮崎孝一 －１

TEL 059-332-0637 /FAX 059-332-2620
a0001810 〒513-0052 管工事
株式会社宮﨑商店 三重県鈴鹿市下箕田３－８－１
代表取締役　宮崎福治

TEL 059-385-0236 /FAX 059-385-1553
a0001112 〒515-0045 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事,水道施設
宮田設備工業株式会社 三重県松阪市駅部田町１０４２－工事,消防施設工事
代表取締役　宮田吉徳 １

TEL 0598-23-9117 /FAX 0598-23-4007
a0000214 〒460-0003 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
宮地エンジニアリング株式会社 愛知県名古屋市中区錦１－２０－クリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,解体工事
名古屋営業所 １９
所長　伊藤浩之

TEL 052-219-0690 /FAX 052-222-0128
a0005582 〒454-0804 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,鋼構造
みらい建設工業株式会社　中部 愛知県名古屋市中川区月島町６番物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事,解
支店 １号 体工事
支店長　黒永哲也

TEL 052-618-8791 /FAX 052-369-1276
a0007330 〒451-0082 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,鋼構
株式会社ミライト・ワン　東海 愛知県名古屋市西区大金町五丁目造物工事,ほ装工事,塗装工事,電気通信工事,水道施設工事,消
支店 ６番地 防施設工事,解体工事
支店長　野呂昌人

TEL 052-528-1768 /FAX 052-523-8825
a0003113 〒519-5202 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
三和建材株式会社 三重県南牟婁郡御浜町大字志原１クリート工事,法面処理
代表取締役　有城美代 ８３１番地１０

TEL 05979-3-1001 /FAX 05979-3-1003
a0001573 〒517-0501 塗装工事
有限会社向山塗装看板 三重県志摩市阿児町鵜方１２２２
代表取締役　向山英昭 －２

TEL 0599-43-2823 /FAX 0599-43-5418
a0006939 〒466-0064 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事
株式会社麦島建設 愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目
代表取締役　麦島悦司 １９番１０号

TEL 052-872-6106 /FAX 052-872-6912
a0005318 〒527-0086 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,機械器
村防工業株式会社 滋賀県東近江市上平木町１８５０具設置工事,さく井工事,水道施設工事
代表取締役　村防勝公 番地１

TEL 0748-22-6611 /FAX 0748-23-5770
a0004337 〒456-0063 とび・土工・コンクリート工事,管工事,機械器具設置工事,さ
村木鑿泉探鑛株式会社 愛知県名古屋市熱田区西野町１－く井工事,水道施設工事
代表取締役　村木秀之 ２

TEL 052-671-4126 /FAX 052-681-4084
a0007218 〒515-2105 塗装工事
村口塗装 三重県松阪市肥留町５６７－１０
村口淳

TEL 0598-67-4109 /FAX 0598-67-4109
a0001069 〒517-0045 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
村瀬建設株式会社 三重県鳥羽市船津町２３５番地 工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石
代表取締役　村瀬敬一 工事,管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼

橋上部工,鉄筋工事,ほ装工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,
TEL 0599-26-2580 防水工事,内装仕上工事,建具工事,水道施設工事,解体工事/FAX 0599-26-2581

a0006087 〒460-0008 建築一式工事,鋼構造物工事,内装仕上工事,解体工事
村中建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄３－２１－
執行役員支店長　武田隆明 ２３

TEL 052-241-3832 /FAX 052-261-2529
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a0001556 〒518-0465 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工
株式会社ムラハシ 三重県名張市赤目町丈六３３５－事,造園工事
代表取締役　村橋宏治 ３

TEL 0595-63-1598 /FAX 0595-63-7272
a0003216 〒135-0061 建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリート工事,電気
株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲３－２－２４ 工事,鋼構造物工事,内装仕上工事,造園工事
代表取締役　矢倉俊彦

TEL 03-6221-0808 /FAX 03-6221-1902
a0003970 〒649-0101 塗装工事,防水工事
株式会社明光 和歌山県海南市下津町下津３０８
代表取締役　綛田さよ志 ０－１

TEL 073-492-1426 /FAX 073-492-4659
a0002332 〒450-6034 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１－１び・土工・コンクリート工事,法面処理,屋根工事,鋼構造物工
代表取締役社長　松野篤二 －４　ＪＲセントラルタワーズ３事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,

４階 内装仕上工事,造園工事,水道施設工事,解体工事
TEL 052-756-2198 /FAX 052-462-1917

a0000874 〒515-0812 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
明光電気株式会社 三重県松阪市船江町１７５番地６
代表取締役　田中靖之

TEL 0598-21-2860 /FAX 0598-21-7445
a0000433 〒510-0075 電気工事
名三工業株式会社　三重営業所 三重県四日市市安島１丁目５－１
所長　栗崎文利 ０　ＫＯＳＣＯ四日市西浦ビル６

階Ａ号室
TEL 059-328-5855 /FAX 059-328-5856

a0005815 〒530-0005 電気通信工事
明星電気株式会社　関西支店 大阪府大阪市北区中之島三丁目２
支店長　平野一也 番４号

TEL 06-7730-9848 /FAX 06-7730-9849
a0000149 〒512-0923 電気工事,電気通信工事
名鉄ＥＩエンジニア株式会社 三重県四日市市高角町２６４５番
三重支店 ２号
支店長　村瀬友紀

TEL 059-325-3311 /FAX 059-325-3312
a0003378 〒467-0855 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
名鉄環境造園株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町２番管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,造園工事,水道施設工事,解体
代表取締役　水谷充男 １５号 工事

TEL 052-822-2841 /FAX 052-822-0507
a0006454 〒452-8602 電気工事
株式会社明電エンジニアリング 愛知県清須市西枇杷島町一反五畝
中部支社 割４９６－１
支社長　新居田正浩

TEL 052-504-8162 /FAX 052-503-4688
a0003135 〒460-0003 電気工事,管工事,機械器具設置工事
株式会社明電舎　中部支社 愛知県名古屋市中区錦一丁目１７
支社長　高山邦彦 番１３号

TEL 052-231-7181 /FAX 052-231-5839
a0005500 〒452-0007 電気工事
明電ファシリティサービス株式 愛知県清須市西枇杷島町一反五畝
会社　中部営業所 割４９６－１
所長　重永英夫

TEL 052-505-1766 /FAX 052-505-1766
a0006464 〒466-0854 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,電気工
名東電気工事株式会社 愛知県名古屋市昭和区広路通３－事,鋼構造物工事,ほ装工事,塗装工事,電気通信工事,水道施設
代表取締役社長　谷田大和 ７－２ 工事

TEL 052-763-2141 /FAX 052-763-2694
a0001642 〒510-0815 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事,造園工事
株式会社名阪造園 三重県四日市市野田２－５－２３
代表取締役　田中清平

TEL 059-333-1066 /FAX 059-333-2612
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a0000189 〒515-0031 電気工事,電気通信工事
名菱電子株式会社　三重支店 三重県松阪市大津町秀張６９１－
支店長　伊藤正樹 １

TEL 0598-51-2501 /FAX 0598-51-2565
a0005778 〒464-0075 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
明和工業株式会社　名古屋営業 愛知県名古屋市千種区内山３丁目鋼橋上部工,水道施設工事
所 １７－４　スズシン第二ビル２階
所長　河原崎克哉

TEL 052-753-7660 /FAX 052-753-7661
a0003272 〒451-0045 土木一式工事,建築一式工事,電気工事,管工事,タイル・レンガ
メタウォーター株式会社　営業 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２・ブロック工事,機械器具設置工事,電気通信工事,水道施設工
本部中日本営業部 ７番８号 事,清掃施設工事
部長　粂田貴史

TEL 052-856-1220 /FAX 052-856-1406
a0005538 〒451-0045 電気工事,機械器具設置工事,水道施設工事
メタウォーターサービス株式会 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２
社　事業推進本部中日本営業部 ７番８号
部長　吉本二郎

TEL 052-856-1390 /FAX 052-856-1419
a0007157 〒405-0025 機械器具設置工事
メンテナンスサービス株式会社 山梨県山梨市一町田中９５番地１
代表取締役　風間剛

TEL 0553-39-9162 /FAX 0553-39-9163
a0006894 〒515-0832 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
有限会社もとえ建設 三重県松阪市丹生寺町１０６９番び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事,塗装工事,防
代表取締役　山本英敏 地２ 水工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0598-58-0808 /FAX 0598-58-0809
a0002426 〒519-2181 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
株式会社百木組 三重県多気郡多気町相可５８１ 事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　百木孝司

TEL 0598-38-2148 /FAX 0598-38-3698
a0003979 〒647-0043 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社森浦鉄工所 和歌山県新宮市緑ケ丘１－４－１び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,
代表取締役　森浦等 ８ 鋼橋上部工,機械器具設置工事,清掃施設工事,解体工事

TEL 0735-32-3636 /FAX 0735-32-3755
a0003093 〒637-0014 土木一式工事,管工事,ほ装工事,水道施設工事
株式会社森岡組 奈良県五條市住川町９１－５
代表取締役　川田昌宏

TEL 0747-23-5111 /FAX 0747-23-5118
a0005288 〒566-0001 管工事,さく井工事
株式会社森川鑿泉工業所 大阪府摂津市千里丘１丁目６番１
代表取締役　森川俊英 ７号

TEL 06-6380-8181 /FAX 06-6330-3835
a0003384 〒516-1108 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社森組 三重県伊勢市円座町１００５番地クリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
代表取締役　森庄平 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事,解体工事

TEL 0596-39-1122 /FAX 0596-39-0043
a0005606 〒541-0045 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大工工事,左官
株式会社森組　大阪本店 大阪府大阪市中央区道修町四丁目 工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根工事,電気工
取締役常務執行役員本店長　石井勝則５番１７号　Ｍ＆Ｍビル４階 事,管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,鉄

筋工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工
TEL 06-6201-2762 事,内装仕上工事,熱絶縁工事,造園工事,建具工事,水道施設工事,解体工事/FAX 06-6201-2769

a0006269 〒515-2108 建築一式工事,塗装工事,防水工事
森建装 三重県松阪市甚目町６３番地１５
代表者　森均

TEL 0598-56-3533 /FAX 0598-56-5411
a0006827 〒519-3666 土木一式工事,管工事
森田水道 三重県尾鷲市坂場西町１６番１８
森田潤 号

TEL 0597-22-6157 /FAX 0597-22-6157
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a0000238 〒466-0854 土木一式工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工事
株式会社森田鉄工所　名古屋営 愛知県名古屋市昭和区広路通１丁
業支店 目１２番
支店長　乾宏誠

TEL 052-856-0423 /FAX 052-893-9776
a0002616 〒460-0008 電気工事,管工事,機械器具設置工事
株式会社守谷商会　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄三丁目１番
支店長　長島匡一 １号

TEL 052-238-0022 /FAX 052-238-0030
a0002068 〒515-0055 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,塗装工事
有限会社モリテック　松阪支店 三重県松阪市田村町３４０番地３
支店長　水村京一

TEL 0598-30-6871 /FAX 0598-30-6872
a0006173 〒510-1221 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事
有限会社杜共工業 三重県三重郡菰野町大字池底１０
代表取締役　廣田龍也 番地

TEL 059-394-7878 /FAX 059-394-7876
a0003356 〒111-0033 機械器具設置工事
森平舞台機構株式会社 東京都台東区花川戸２－１１－２
代表取締役　森健輔

TEL 03-3842-1621 /FAX 03-3845-1766
a0007300 〒501-0413 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
森松工業株式会社 岐阜県本巣市見延１４３０ー８ 電気工事,管工事,鋼構造物工事,機械器具設置工事,水道施設工
代表取締役　松久浩幸 事

TEL 058-323-0333 /FAX 058-323-4969
a0003219 〒510-0085 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社森本組　三重営業所 三重県四日市市諏訪町３番１６号法面処理,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,内装仕上工
所長　佐々木啓文 事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-340-7531 /FAX 059-340-7541
a0000260 〒460-0003 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社守谷商会　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２－１５－び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事,水道施設工
取締役常務執行役員支店長　新井健一１５ 事,解体工事

TEL 052-223-2221 /FAX 052-223-2225
a0003608 〒511-0841 造園工事
諸戸緑化産業株式会社　三重支 三重県桑名市小貝須１７３番地
店
三重支店長　和田隆司

TEL 0594-21-3011 /FAX 0594-21-3251
a0005954 〒381-2203 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,鋼構
矢木コーポレーション株式会社 長野県長野市真島町川合２０３６造物工事,ほ装工事,塗装工事,電気通信工事,造園工事
代表取締役　矢木健一 番地

TEL 026-283-7000 /FAX 026-283-8500
a0006690 〒519-1402 建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート
株式会社ヤスカワ 三重県伊賀市柘植町６３８番地 工事,法面処理,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工
代表取締役　安川正一 事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,

塗装工事,防水工事,内装仕上工事,熱絶縁工事,建具工事,解体
TEL 0595-45-3732 工事/FAX 0595-45-3814

a0007212 〒460-0012 電気工事
安川オートメーション・ドライ 愛知県名古屋市中区千代田４－２
ブ株式会社　名古屋営業所 ３－２
所長　澤本　尚之

TEL 052-331-5312 /FAX 052-322-1391
a0006092 〒556-0024 土木一式工事,プレストレストコンクリート
ヤスダエンジニアリング株式会 大阪府大阪市浪速区塩草３丁目２
社 番２６号
代表取締役　安田京一

TEL 06-6561-5788 /FAX 06-6567-1027
a0000711 〒519-0133 ガラス工事,建具工事
有限会社保田ガラス店 三重県亀山市下庄町字西山３３３
代表取締役　保田浩紀 ５－８

TEL 0595-82-6461 /FAX 0595-82-0225
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a0006808 〒503-2429 管工事,鋼構造物工事,水道施設工事
安田工業株式会社　本店 岐阜県揖斐郡池田町藤代２９５番
取締役　水田明博 地

TEL 0585-44-0151 /FAX 0585-45-0631
a0007151 〒512-1102 土木一式工事
株式会社安田総建 三重県四日市市小山町字西北野３
代表取締役　安田勝 １７０－２

TEL 059-340-8735 /FAX 059-340-8745
a0005224 〒452-0006 電気工事
安田電機暖房株式会社　名古屋 愛知県清須市西枇杷島町弁天４８
支店 番地
支店長　上野勝之

TEL 052-501-2467 /FAX 052-502-7447
a0003198 〒963-0921 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
矢田工業株式会社 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広鋼構造物工事,鋼橋上部工,塗装工事,機械器具設置工事,水道施
代表取締役　成田正樹 木１ 設工事

TEL 024-972-2811 /FAX 024-972-2884
a0000206 〒460-0007 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
八千代電設工業株式会社　名古 愛知県名古屋市中区新栄１丁目４
屋支店 ９番８号
支店長　安藤雅昭

TEL 052-249-8731 /FAX 052-243-0031
a0003971 〒183-0022 機械器具設置工事
柳河エンジニアリング株式会社 東京都府中市宮西町１－１６－３
代表取締役　髙田徹 第一みよしビル３Ｆ

TEL 042-365-3411 /FAX 042-368-6388
a0002789 〒510-8102 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社矢野組 三重県三重郡朝日町大字小向７３クリート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
代表取締役　中野雄介 ６番地 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,造園工事,水道施設工事

TEL 059-377-2636 /FAX 059-377-4156
a0006452 〒542-0081 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
矢野建設株式会社 大阪府大阪市中央区南船場一丁目び・土工・コンクリート工事,法面処理,屋根工事,鋼構造物工
代表取締役　矢野勇治 １６番１３号 事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,建具工事,

水道施設工事
TEL 06-6265-0740 /FAX 06-6265-0750

a0000147 〒461-0004 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
矢作建設工業株式会社 愛知県名古屋市東区葵３－１９－鋼構造物工事
代表取締役　髙柳充広 ７

TEL 052-935-2353 /FAX 052-935-2850
a0000146 〒461-0004 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,造園
ヤハギ緑化株式会社 愛知県名古屋市東区葵三丁目１９工事
代表取締役　舩橋太道 番７号

TEL 052-937-6551 /FAX 052-937-0771
a0002354 〒518-0809 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大工工事,左官
山一建設株式会社 三重県伊賀市西明寺字中川原４８ 工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,屋根工事,電気工
代表取締役　河野康之 ５－２ 事,管工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,鉄

筋工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工
TEL 0595-24-2001 事,内装仕上工事,熱絶縁工事,造園工事,建具工事,水道施設工事,解体工事/FAX 0595-24-9677

a0000707 〒519-0147 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
有限会社山内建設 三重県亀山市山下町４００番地 事,解体工事
代表取締役　山内章央

TEL 0595-82-0630 /FAX 0595-82-0349
a0003121 〒519-3205 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
山岸建設株式会社 三重県北牟婁郡紀北町長島１９１び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,管工事,鋼構造
代表取締役　山岸敬一 ６－１３ 物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道

施設工事,解体工事
TEL 0597-46-0006 /FAX 0597-46-0007

a0001530 〒516-0062 土木一式工事,建築一式工事,造園工事,解体工事
株式会社山口工務店 三重県伊勢市浦口２丁目９－２５
代表取締役　山口毅

TEL 0596-23-1578 /FAX 0596-23-1589
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a0000506 〒451-0051 土木一式工事,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水
株式会社山越 愛知県名古屋市西区則武新町１－道施設工事
代表取締役　相澤宏暢 ３－５

TEL 052-571-8977 /FAX 052-565-0746
a0000624 〒510-0886 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社ヤマザキ 三重県四日市市日永東３－８－１び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事,塗装工事,建
代表取締役　山崎福生 ９ 具工事

TEL 059-346-4044 /FAX 059-346-4041
a0004084 〒510-0834 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,解体
有限会社山下技建 三重県四日市市ときわ四丁目６－工事
代表取締役　山下達也 １４

TEL 059-351-8139 /FAX 059-351-8118
a0004383 〒630-2351 塗装工事
山添塗装工芸 奈良県山辺郡山添村中峰山１１３
代表者　大谷隆男 ２

TEL 0743-85-0168 /FAX 0743-85-0818
a0001774 〒518-0701 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,石
株式会社ヤマタケ 三重県名張市鴻之台１番町４８番工事,屋根工事,電気工事,管工事,タイル・レンガ・ブロック工
代表取締役　山端武彦 地１ 事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装

工事,内装仕上工事,建具工事,水道施設工事,解体工事
TEL 0595-64-1888 /FAX 0595-64-6400

a0007134 〒476-0002 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
ヤマダインフラテクノス株式会 愛知県東海市名和町二番割中５番鋼橋上部工,塗装工事
社 地の１
代表取締役　山田博文

TEL 052-604-1017 /FAX 052-604-6732
a0000362 〒454-0962 土木一式工事
株式会社山田組 愛知県名古屋市中川区戸田５－１
代表取締役　山田洋二郎 ２１３

TEL 052-301-6121 /FAX 052-303-2715
a0002989 〒497-0048 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
山田建設株式会社 愛知県海部郡蟹江町舟入２－１４ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事
取締役社長　山田広明 ３

TEL 0567-95-2263 /FAX 052-301-1362
a0003973 〒379-2305 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事
ヤマト発動機株式会社 群馬県太田市六千石町２１４番地
代表取締役社長　後藤仁

TEL 0277-78-6211 /FAX 0277-78-6219
a0002085 〒519-5204 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理
大和緑化株式会社 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和
代表取締役　岩本義久 ３４２２－１

TEL 0597-93-1717 /FAX 0597-93-1718
a0004609 〒464-0852 とび・土工・コンクリート工事,電気工事
株式会社ヤマナカ電気 愛知県名古屋市千種区青柳町７－
代表取締役　高橋優治 １０

TEL 052-733-2145 /FAX 052-732-1665
a0005208 〒516-0062 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
株式会社山野建設 三重県伊勢市浦口４－１－１１ び・土工・コンクリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上
代表取締役　山野浩 部工,鉄筋工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,

造園工事,水道施設工事,解体工事
TEL 0596-22-3188 /FAX 0596-22-3184

a0000023 〒460-0003 電気通信工事
ヤマハサウンドシステム株式会 愛知県名古屋市中区錦１丁目１８
社　名古屋営業所 番２８号
所長　川島洋次郎

TEL 052-201-4922 /FAX 052-201-5650
a0002225 〒108-0023 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,タイル
ヤマハ発動機株式会社　東京営 東京都港区芝浦３丁目５番３９号・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,塗装工事,防水工事
業所 田町イーストウィングビル３階
営業所長　鈴木全

TEL 03-3454-2434 /FAX 03-3454-2435
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a0006676 〒556-0024 電気工事,タイル・レンガ・ブロック工事,機械器具設置工事,
山村築炉工業株式会社 大阪府大阪市浪速区塩草３－５－清掃施設工事
代表取締役　山村直之 ５

TEL 06-6561-5665 /FAX 06-6568-6392
a0007121 〒513-0809 建築一式工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工
有限会社ヤマモト 三重県鈴鹿市西条九丁目１４番地
代表取締役　山本有恭

TEL 059-382-0375 /FAX 059-383-7205
a0003006 〒518-0869 電気工事,管工事,電気通信工事,消防施設工事
山森電機設備株式会社 三重県伊賀市上野中町２９９５
代表取締役　山森悟

TEL 0595-21-0623 /FAX 0595-21-1624
a0006796 〒461-0005 電気工事,管工事,機械器具設置工事
ヤンマーエネルギーシステム株 愛知県名古屋市東区東桜２丁目１
式会社　名古屋支店 ３番３０号
支店長　山田康博

TEL 052-979-5210 /FAX 052-937-4880
a0007336 〒510-0012 塗装工事,防水工事
株式会社ユーサン 三重県四日市市大字羽津１０１８
代表取締役　田室小弥太 番地１１

TEL 059-329-5185 /FAX 059-329-5186
a0005755 〒573-1144 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社ＵＤＩ 大阪府枚方市牧野本町一丁目３８クリート工事,法面処理,石工事,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上
代表取締役　中野榮子 番１３号 部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事,解体

工事
TEL 072-851-7766 /FAX 072-850-3018

a0002975 〒519-5711 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
ユウテック株式会社 三重県南牟婁郡紀宝町井田２４０クリート工事,法面処理,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ
代表取締役　有城和哉 ４－１３ 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,造園工事,水道施設工事,解

体工事
TEL 0735-32-1100 /FAX 0735-32-1205

a0006498 〒460-0003 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事
株式会社有電社　中部支店 愛知県名古屋市中区錦３－２５－
支店長　山根聖司 １１

TEL 052-855-2955 /FAX 052-855-2958
a0000054 〒460-0012 電気工事
株式会社雄電社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区千代田５－１
支店長　古野徹 ３－３６

TEL 052-251-4511 /FAX 052-251-4514
a0006896 〒465-0093 建築一式工事,内装仕上工事
株式会社ユニホー 愛知県名古屋市名東区一社三丁目
代表取締役　丹羽紀人 ７番地

TEL 052-703-1111 /FAX 052-703-2378
a0001272 〒510-0045 電気工事,電気通信工事
四日市電機株式会社 三重県四日市市蔵町８－１３
代表取締役　吉見明博

TEL 059-353-1286 /FAX 059-353-1955
a0006398 〒515-0121 電気工事,管工事
横井工業 三重県松阪市東久保町８３７番地
代表　横井資樹 １

TEL 0598-67-4466 /FAX 0598-67-4466
a0003012 〒510-0952 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事
横内建設株式会社 三重県四日市市小古曽町２８１２
代表取締役社長　横内義徳 －１２６

TEL 059-346-3382 /FAX 059-347-1576
a0005616 〒541-0053 土木一式工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工
株式会社横河ＮＳエンジニアリ 大阪府大阪市中央区本町４－３－
ング　大阪営業部 ９
大阪営業部長　谷中聡久

TEL 06-6244-0610 /FAX 06-6244-0615
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a0003598 〒510-0064 電気工事,電気通信工事
横河商事株式会社　四日市支店 三重県四日市市新正４丁目１１番
支店長　佐々木功 ８号

TEL 059-353-2990 /FAX 059-351-0274
a0003393 〒456-0053 電気工事,電気通信工事
横河ソリューションサービス株 愛知県名古屋市熱田区一番３－５
式会社　中部支社 －１９
副支社長　浅野和明

TEL 052-684-2001 /FAX 052-684-2009
a0002151 〒450-0002 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
株式会社横河ブリッジ　名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目クリート工事,法面処理,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,
営業所 ４５番７号 塗装工事,水道施設工事
所長　愛甲智広

TEL 052-565-1310 /FAX 052-565-1279
a0001433 〒515-2314 土木一式工事,電気工事,管工事,水道施設工事
横山総合設備株式会社 三重県松阪市嬉野新屋庄町１４８
代表取締役　横山隆之 ６－２

TEL 0598-42-3337 /FAX 0598-42-3462
a0002400 〒460-0008 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,と
吉川建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄一丁目２９び・土工・コンクリート工事,管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,
上席執行役員支店長　長谷川清志番１９号　ヤスイビル５階 しゅんせつ工事,塗装工事,防水工事,水道施設工事,解体工事

TEL 052-211-7700 /FAX 052-211-7788
a0001510 〒516-0071 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
吉川建設株式会社 三重県伊勢市一之木３－２０－３ほ装工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　吉川松喜 ２

TEL 0596-24-0101 /FAX 0596-24-1659
a0002273 〒455-0863 土木一式工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,塗
吉田工機株式会社 愛知県名古屋市港区新茶屋五丁目装工事,機械器具設置工事,水道施設工事
代表取締役　吉田達已 ３０１１番地

TEL 052-301-2222 /FAX 052-301-6364
a0003572 〒518-0809 電気工事,管工事,消防施設工事
吉田電機商工株式会社 三重県伊賀市西明寺１６６３－１
代表取締役　吉田重三

TEL 0595-24-0012 /FAX 0595-21-6974
a0000111 〒453-0843 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
米沢電気工事株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中村区鴨付町２－
支店 ４
執行役員支店長　高山邦史

TEL 052-412-1357 /FAX 052-412-6074
a0000367 〒456-0024 土木一式工事,鋼構造物工事,しゅんせつ工事
寄神建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市熱田区森後町８番
支店長　佐々木洋 ２７号

TEL 052-681-8661 /FAX 052-682-6641
a0006742 〒513-0816 塗装工事,防水工事
ライニング技術工業株式会社 三重県鈴鹿市南玉垣町７１０２－
代表取締役　山口幹夫 ３

TEL 059-383-8258 /FAX 059-383-8265
a0000123 〒460-0003 機械器具設置工事
ラサ商事株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦一丁目１１
支店長　大西祥輔 番２０号

TEL 052-211-3300 /FAX 052-211-3391
a0000517 〒486-0932 土木一式工事,管工事,しゅんせつ工事
株式会社ＬＤＳ 愛知県春日井市松河戸町三丁目１
代表取締役　古賀禎彦 １番地１０

TEL 0568-84-9229 /FAX 0568-84-1522
a0002209 〒510-0822 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,ほ
株式会社リョーケン 三重県四日市市芝田一丁目６番７装工事,塗装工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　寺本弘幸 号

TEL 059-320-0808 /FAX 059-320-0809
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a0005580 〒515-0033 電気工事,管工事,電気通信工事
株式会社リョーデン 三重県松阪市垣鼻町字方六４７９
代表取締役　前豊亘 番地６

TEL 0598-31-2271 /FAX 0598-31-2272
a0007096 〒510-1324 機械器具設置工事
株式会社亮栄興業 三重県三重郡菰野町田光４８９０
代表取締役　諸岡亮 －１

TEL 059-340-7784 /FAX 059-340-7794
a0005830 〒510-1253 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事
株式会社凌翔 三重県三重郡菰野町潤田６２３－
代表取締役　竹内誠 １

TEL 059-393-4120 /FAX 059-393-4120
a0000042 〒452-0837 電気工事,管工事,機械器具設置工事
菱信工業株式会社　本社 愛知県名古屋市西区十方町１０番
中部支社長　加藤光明 地

TEL 052-509-5100 /FAX 052-509-5110
a0006794 〒450-0002 機械器具設置工事
菱電エレベータ施設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅４－６
名古屋支店 －２３
取締役支店長　山岸幸政

TEL 052-571-8191 /FAX 052-571-8228
a0006876 〒511-0232 とび・土工・コンクリート工事,電気工事
株式会社リード・ガイロビカ 三重県員弁郡東員町笹尾東２丁目
代表取締役　多湖英義 １－１

TEL 0594-76-9000 /FAX 0594-76-9001
a0005956 〒454-0911 電気工事,管工事,機械器具設置工事
リード工業株式会社 愛知県名古屋市中川区高畑五丁目
代表取締役　柴田昌吾 １６１番地

TEL 052-363-2451 /FAX 052-363-2459
a0001852 〒515-0052 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,大
株式会社李川組 三重県松阪市山室町１４０－２５工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,屋根工事,タ
代表取締役　原田弥生 イル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装

工事,しゅんせつ工事,塗装工事,内装仕上工事,水道施設工事,
TEL 0598-21-6754 解体工事/FAX 0598-21-6812

a0000266 〒453-0014 土木一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事,水道施設工
理水化学株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区則武１丁目事
取締役名古屋支店長　風間史朗 ３番８号　野村新名古屋ビル

TEL 052-452-2181 /FAX 052-452-2185
a0003655 〒450-0003 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事,タ
りんかい日産建設株式会社　名 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁イル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅん
古屋支店 目１６番３０号 せつ工事,内装仕上工事,水道施設工事,解体工事
支店長　柳澤保

TEL 052-561-5451 /FAX 052-561-5454
a0001804 〒513-0807 土木一式工事,プレストレストコンクリート,建築一式工事
鈴南建設株式会社 三重県鈴鹿市三日市一丁目１２番
代表取締役　西山富美子 ２７号

TEL 059-382-3612 /FAX 059-382-3725
a0003340 〒511-0824 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,消防施設工
株式会社六晃電気産業 三重県桑名市大字繁松新田３１番事
代表取締役　水越多加夫 地の２

TEL 0594-22-7185 /FAX 0594-23-6106
a0004771 〒010-0065 タイル・レンガ・ブロック工事,機械器具設置工事
株式会社炉研 秋田県秋田市茨島２丁目１番７号
代表取締役　三浦亨

TEL 018-893-4840 /FAX 018-893-4841
a0007246 〒512-8061 防水工事
株式会社ワークス 三重県四日市市広永町１１６７－
代表取締役　竹田博 ４

TEL 059-329-7823 /FAX 059-329-7824
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a0003790 〒510-0832 土木一式工事,プレストレストコンクリート,とび・土工・コン
若築建設株式会社　三重営業所 三重県四日市市伊倉１－２－４６クリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅ
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