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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内本店
(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
a0000372 〒514-0002 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,塗装工事,防水
株式会社アートテックエンジニ 津市島崎町１３５番地６ 工事
ア
代表取締役　久保直也

TEL 059-222-0533 /FAX 059-222-0544
a0007161 〒510-0315 土木一式工事,ほ装工事,解体工事
アイクラスワークス 津市河芸町高佐１０４７番地
事業主　井上信昭

TEL 059-245-4450 /FAX 059-245-4451
a0003465 〒514-0006 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
株式会社アイケーディ 津市広明町１１２－５ 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　池田和司 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 059-225-7117 /FAX 059-225-7123

a0003034 〒514-0004 電気工事,管工事,消防施設工事
アイティ株式会社　本社 津市栄町４ー２８０
取締役社長　濱口弘樹

TEL 059-228-6117 /FAX 059-228-4347
a0002899 〒514-1254 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
有限会社青木建築 津市森町１７０１－９ び・土工・コンクリート工事,法面処理,屋根工事,管工事,内装
代表取締役　青木義則 仕上工事

TEL 059-256-5016 /FAX 059-256-8040
a0000788 〒514-0033 電気工事,管工事
有限会社青木電業 津市丸之内１１－４
取締役　市川通子

TEL 059-228-5656 /FAX 059-229-5052
a0001437 〒515-3421 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
有限会社青山建設 津市美杉町八知７６ クリート工事,法面処理,ほ装工事,解体工事
代表取締役　青山政司

TEL 059-272-1717 /FAX 059-272-1718
a0002509 〒510-0308 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ＡＣＴＹＳ 津市河芸町中瀬２４４番地１ 装工事,解体工事
代表取締役　野呂恭嗣

TEL 059-244-0083 /FAX 059-244-0082
a0005342 〒514-2328 土木一式工事,プレストレストコンクリート,石工事,管工事,鋼
有限会社安芸土木 津市安濃町草生４３６１ 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,
代表取締役　柄山昇一 造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-268-4128 /FAX 059-268-4133
a0000320 〒514-0053 土木一式工事,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事
株式会社朝日管清興業 津市博多町４－３８
代表取締役　倉田年康

TEL 059-228-8340 /FAX 059-228-8344
a0000771 〒514-0064 土木一式工事,ほ装工事,造園工事
足尾造園土木株式会社 津市長岡町６１０
代表取締役　足尾春生

TEL 059-226-4128 /FAX 059-226-1202
a0002453 〒514-2112 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,
芦田土木 津市美里町北長野５５２－３ 水道施設工事
―　芦田純次

TEL 059-279-2692 /FAX 059-279-3894
a0003796 〒514-2105 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,
有限会社芦富 津市美里町五百野１６５１番地９ほ装工事,しゅんせつ工事,機械器具設置工事,解体工事
代表取締役　芦田和也

TEL 059-279-8800 /FAX 059-279-8900
a0007327 〒510-0303 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,塗装
株式会社アドバンス 津市河芸町東千里３０６１番地１工事
代表取締役　田端義 １

TEL 059-245-8115 /FAX 059-245-8150
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a0002846 〒514-2328 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
安濃建設株式会社 津市安濃町草生４３２６－１ び・土工・コンクリート工事,法面処理,電気工事,ほ装工事,塗
代表取締役　宇陀清隆 装工事,防水工事,内装仕上工事,造園工事,解体工事

TEL 059-268-2717 /FAX 059-268-0218
a0003797 〒514-2323 土木一式工事,電気工事
有限会社安濃電工 津市安濃町大塚４９８番地１
代表取締役　森司

TEL 059-268-2195 /FAX 059-268-0226
a0006053 〒514-2103 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事,造園工
株式会社ＡＭＨＬ 津市美里町日南田６３８番地１ 事,解体工事
代表取締役　箕田智子

TEL 059-279-2282 /FAX 059-279-2287
a0006308 〒514-0315 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
株式会社彩 津市香良洲町５９５１番地１ 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　小野昌孝

TEL 059-292-2515 /FAX 059-292-2516
a0006579 〒514-0102 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
株式会社ＡＬＯＵＤ 津市栗真町屋町南浜１３２１ 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　吉川良太 設工事

TEL 059-253-7420 /FAX 059-253-7421
a0003024 〒514-0815 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
アルコ株式会社 津市藤方２２５４番地１ 工事,鋼橋上部工,塗装工事,造園工事
代表取締役　中山和己

TEL 059-213-8811 /FAX 059-213-8880
a0002212 〒514-0113 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,
株式会社アルファ 津市一身田大古曽８３６－１ 塗装工事,機械器具設置工事,電気通信工事,消防施設工事,解体
代表取締役　草深勇人 工事

TEL 059-236-6111 /FAX 059-236-6112
a0005260 〒514-0832 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
有限会社安建 津市南中央４－１５ 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　宇陀眞子 鋼橋上部工,ほ装工事,水道施設工事

TEL 059-227-8850 /FAX 059-227-8867
a0006608 〒514-0036 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
ＩＰＰＯＷ 津市丸之内養正町１１－８ 工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,屋
駒田浩一 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,ほ装工事,板金工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,建
TEL 059-228-0485 具工事/FAX 059-228-0485

a0006205 〒514-0131 電気工事,電気通信工事
イー・ダブリュ・エス株式会社 津市あのつ台四丁目６番１
代表取締役　中村里美

TEL 059-236-5811 /FAX 059-233-5281
a0006684 〒514-0002 電気工事
株式会社イーティオー 津市島崎町１７９－５２
代表取締役　江藤克政

TEL 059-253-4711 /FAX 059-253-4712
a0000832 〒515-2602 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
有限会社イケダグリーン 津市白山町二本木３４４５ 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　池田朋史

TEL 059-262-3453 /FAX 059-262-5237
a0002570 〒514-1108 建築一式工事
株式会社池田工務店 津市久居射場町２１
代表取締役　池田弘治

TEL 059-255-4161 /FAX 059-256-7555
z0000067 〒514-0041 屋根工事,板金工事
有限会社イケバン 津市八町三丁目１４番７号
代表取締役　池田慎弥

TEL 059-227-0031 /FAX 059-224-4410
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a0005784 〒514-0003 電気工事,管工事,消防施設工事
イセット株式会社 津市桜橋３丁目４０８番地
代表取締役社長　伊藤尚貴

TEL 059-227-2000 /FAX 059-228-4523
a0002244 〒514-0823 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
株式会社伊勢組 津市半田４０３－３ 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　岡村篤昌

TEL 059-225-2902 /FAX 059-227-4748
a0001259 〒514-0126 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
株式会社イセワン 津市大里睦合町２５９７番地 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　水本和良 水道施設工事

TEL 059-230-1131 /FAX 059-230-2714
a0002928 〒515-3313 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
株式会社磯田土建 津市美杉町丹生俣１３５８－１ クリート工事,法面処理,石工事,鋼構造物工事,ほ装工事,塗装
代表取締役　磯田泰之 工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-275-0014 /FAX 059-275-8001
a0006618 〒515-2621 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
いちかわ創建 津市白山町佐田２５２番地 び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事
代表者　市川良則

TEL 059-262-1171 /FAX 059-262-7072
a0007142 〒514-0305 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事
株式会社一士建設 津市雲出島貫町１４７７
代表取締役　井原勇太

TEL 059-273-6420 /FAX 059-273-6421
z0000059 〒514-2211 その他（管工事）,その他（機械器具設置工事）
有限会社井筒屋商店 津市芸濃町椋本６６１番地１
代表取締役　長谷川森

TEL 059-265-2033 /FAX 059-265-2217
a0003334 〒515-2523 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,
有限会社伊藤建設 津市一志町井生１１７－４ 造園工事
取締役　伊藤公則

TEL 059-293-5551 /FAX 059-293-2109
a0002909 〒515-2523 管工事,機械器具設置工事
有限会社イナガキ 津市一志町井生１９０８
代表取締役　稲垣隆司

TEL 059-293-2945 /FAX 059-293-5237
a0003348 〒514-1109 塗装工事
株式会社イノモ塗装 津市久居烏木町３７５－１
代表取締役　永井健介

TEL 059-255-2415 /FAX 059-255-6831
z0000109 〒514-1111 塗装工事
茨木塗装 津市久居桜が丘町１７３０－８５
代表　茨木幸義

TEL 059-255-0378 /FAX 059-261-4967
a0003500 〒514-0033 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
株式会社岩田組 津市丸之内１５－１０ 工事,ほ装工事,塗装工事,内装仕上工事,造園工事,解体工事
代表取締役　岩田直哉

TEL 059-226-3827 /FAX 059-226-9440
z0000094 〒515-3133 土木一式工事,ほ装工事,解体工事
有限会社岩脇ドロコン 津市白山町南家城７４４番地３
取締役　岩脇義久

TEL 059-262-4037 /FAX 059-262-5746
a0003419 〒514-0304 電気工事
株式会社ウェイテクノス 津市雲出本郷町１５１６－３
代表取締役　和田善哉

TEL 059-235-0515 /FAX 059-235-0513
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a0001959 〒514-0065 電気工事,消防施設工事
有限会社上田電気商会 津市河辺町５６－５
代表取締役　上田浩市

TEL 059-228-3292 /FAX 059-228-6359
a0007108 〒514-2203 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
株式会社上山塗装 津市芸濃町中縄４９０番地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　小林正郎 部工,塗装工事,防水工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-266-1116 /FAX 059-266-1117
z0000087 〒514-0831 その他（電気工事）,その他（機械器具設置工事）
有限会社ウカイ電化 津市本町３２－４０
代表者　鵜飼勉

TEL 059-225-7575 /FAX 059-225-2556
a0002198 〒514-0064 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,管
有限会社牛田水道 津市長岡町７９１－４ 工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,塗装工事,水道施設
代表取締役　牛田宏美 工事,解体工事

TEL 059-225-5712 /FAX 059-228-6772
a0002877 〒514-1116 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
有限会社ウス井樹園 津市新家町１６４０ クリート工事,法面処理,造園工事
代表取締役　薄井哲

TEL 059-255-2498 /FAX 059-256-3846
a0002896 〒514-1106 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリ
株式会社宇戸平工務店 津市久居寺町１２３２－２６ ート工事,鋼構造物工事,ほ装工事,塗装工事,内装仕上工事,建
代表取締役　川田英介 具工事,解体工事

TEL 059-256-1284 /FAX 059-255-0460
z0000163 〒514-1131 その他（内装仕上工事）,その他（建具工事）
浦垣表具店 津市久居西鷹跡町５７４－１
代表　浦垣浩二

TEL 059-259-0293 /FAX 059-259-0293
a0001389 〒514-0802 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
有限会社浦田建設 津市三重町津興５３４番地３
代表取締役　浦田勲

TEL 059-226-0414 /FAX 059-226-0414
a0007116 〒514-1254 土木一式工事,プレストレストコンクリート,解体工事
株式会社エーアールアイ 津市森町１６１４番地の１
代表取締役　大島雅之

TEL 059-256-2331 /FAX 059-256-4696
a0007337 〒514-0815 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ＡＧテクノ 津市藤方１０２２番地１ クリート工事,法面処理,ほ装工事
代表取締役　浅野泰行

TEL 059-253-6556 /FAX 059-253-5066
a0000816 〒514-0061 防水工事
有限会社エイアール防水 津市一身田上津部田１３８１－２
取締役　増本浩樹 １

TEL 059-227-0429 /FAX 059-226-5533
a0003114 〒514-0071 土木一式工事,ほ装工事
有限会社栄建 津市分部２３８－１
取締役　西田洋子

TEL 059-239-1015 /FAX 059-239-1016
a0007111 〒514-1113 塗装工事
株式会社ｈ．ｐ．ｉ 津市久居野村町５９５－７
代表取締役　堀川正喜

TEL 059-261-6611 /FAX 059-261-6673
a0002515 〒514-1138 消防施設工事
エクスチン防災株式会社 津市戸木町５５６２－１
代表取締役　長谷川喜隆

TEL 059-256-3938 /FAX 059-256-7548
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a0006283 〒514-1254 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
株式会社エコ・プランニング 津市森町２３４３番地 事
代表取締役　吉田孔顕

TEL 059-256-3003 /FAX 059-256-3290
a0001718 〒514-0058 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,電
株式会社ＳＫＷコンストラクシ 津市安東町２４７７－１ 気工事,管工事,水道施設工事
ョン
代表取締役　古市光明

TEL 059-269-5320 /FAX 059-269-5321
a0001974 〒514-0112 土木一式工事,建築一式工事
有限会社エスシー 津市一身田中野７７８
代表取締役　杉谷千春

TEL 059-232-5417 /FAX 059-232-5112
a0007280 〒514-2325 電気工事,管工事
株式会社ＳＴＳ 津市安濃町田端上野１０９７－３
代表取締役　安川正信 ０

TEL 059-268-1144 /FAX 059-268-1144
a0001975 〒514-2221 電気工事,管工事,機械器具設置工事
株式会社エステム三重 津市高野尾町１８９７－４８
代表取締役　五十君好可

TEL 059-230-0464 /FAX 059-230-1902
z0000152 〒514-0062 その他（電気工事）,その他（管工事）,その他（機械器具設置
エス・ピー・エス 津市観音寺町７５０－３０ 工事）,その他（電気通信工事）
代表者　増田晴生

TEL 059-224-1982 /FAX 059-224-1982
a0005281 〒514-2222 電気工事,管工事,電気通信工事,消防施設工事
有限会社江藤電設 津市豊が丘一丁目４４番１３号
代表取締役　江藤彰記

TEL 059-266-1066 /FAX 059-266-1067
a0003346 〒514-2303 建築一式工事,解体工事
株式会社エヌ・エス・アイ 津市安濃町内多２３７０－５
代表取締役　西井孝之

TEL 059-268-3311 /FAX 059-268-3312
a0007153 〒514-2112 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Ｎ・Ｓ・Ｔ・Ａ 津市美里町北長野５８０番地２ 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　野澤美広

TEL 059-261-8677 /FAX 059-261-7725
a0006524 〒514-0821 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,解体
株式会社エム 津市垂水１９６０番地１ 工事
代表取締役　岸田充功

TEL 059-213-8181 /FAX 059-213-8182
a0001431 〒515-2601 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事,内装仕上工事
有限会社エムケーシー 津市白山町三ヶ野２２４４番地
代表取締役　松室秀三

TEL 059-262-2528 /FAX 059-262-2739
a0007014 〒510-0302 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
株式会社エムテクト 津市河芸町千里ケ丘３８番地の７
代表取締役　増川千鶴子

TEL 059-271-7777 /FAX 059-264-7770
a0003257 〒514-2211 土木一式工事,管工事,しゅんせつ工事,水道施設工事
株式会社エムライン 津市芸濃町椋本７１１５
代表取締役　増地孝之

TEL 059-265-3335 /FAX 059-265-5144
a0007229 〒514-2222 電気工事,管工事
株式会社エリイ 津市豊が丘一丁目４７番１２号
代表取締役　入江健太

TEL 059-230-0846 /FAX 059-230-2965
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a0002856 〒510-0303 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
株式会社近江建設 津市河芸町東千里５３３－１ 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　江藤豊

TEL 059-245-3588 /FAX 059-245-5160
a0003332 〒514-0125 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
有限会社大里産業 津市大里窪田町１７５２－２ 管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,塗装工事,水道施
代表取締役　松村和美 設工事

TEL 059-233-5781 /FAX 059-232-9179
z0000153 〒510-0318 土木一式工事,管工事,その他（消防施設工事）
大津設備 津市河芸町杜の街１－２７－５
代表　大津太祐

TEL 059-245-1836 /FAX 059-271-7224
a0005864 〒510-0306 土木一式工事,管工事
大西冷機工業所 津市河芸町一色２７６６－３
大西洋一

TEL 059-245-0021 /FAX 059-245-0021
a0000858 〒515-3201 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
有限会社大村建設 津市美杉町竹原４０６番地 石工事,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,造園工事,水道施設
代表取締役　大村昌代 工事,解体工事

TEL 059-262-3154 /FAX 059-262-5302
a0002215 〒514-2314 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
有限会社大森組 津市安濃町妙法寺９７８番地 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　大森浩二

TEL 059-268-2937 /FAX 059-268-0049
a0003903 〒514-2314 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,
有限会社大森清掃社 津市安濃町妙法寺１０２番地 ほ装工事,しゅんせつ工事,機械器具設置工事,解体工事
代表取締役　大森哲也

TEL 059-268-2936 /FAX 059-268-4363
a0007322 〒510-0305 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
株式会社岡田商事 津市河芸町中別保２７７番 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　岡田志江 装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-271-8999 /FAX 059-271-9989
a0006509 〒515-2611 建築一式工事
岡村建築 津市白山町南出８７９－３
岡村斉

TEL 059-262-2611 /FAX 059-262-5571
a0002915 〒515-2502 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
有限会社岡山工業 津市一志町其村１番地の５ 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　岡山勉

TEL 059-293-1234 /FAX 059-293-3058
z0000124 〒515-2504 内装仕上工事,その他（建築一式工事）,その他（大工工事）,
小河内工業 津市一志町高野２０５－２ その他（左官工事）
代表　小河内敏也

TEL 059-271-9466 /FAX 059-271-9499
z0000162 〒514-2114 建築一式工事
小川建築 津市美里町南長野６６番地
代表　小川克美

TEL 059-279-2384 /FAX 059-279-2401
a0006769 〒514-1105 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
有限会社奥田建設 津市久居北口町２６９４番地２４クリート工事,法面処理,ほ装工事
代表取締役　奥田純三郎

TEL 059-256-6746 /FAX 059-256-6747
z0000119 〒514-1118 その他（土木一式工事）,その他（石工事）,その他（造園工事
株式会社奥田種苗造園 津市久居新町８７４番地２ ）
代表取締役　奥田浩己

TEL 059-256-3355 /FAX 059-256-3355
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a0003246 〒514-0815 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,
株式会社奥田設備 津市藤方９３７番地３ 消防施設工事
代表取締役　奥田憲治

TEL 059-226-6392 /FAX 059-225-2669
a0001972 〒514-0305 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
株式会社オクヤマクレーン 津市雲出島貫町１２５５ クリート工事,法面処理,石工事,管工事,ほ装工事,しゅんせつ
代表取締役　奥山真吾 工事,塗装工事,解体工事

TEL 059-234-3975 /FAX 059-234-9249
a0000795 〒514-0102 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,ほ装工
有限会社奥山組 津市栗真町屋町５６７ 事,解体工事
取締役　奥山貢

TEL 059-232-2711 /FAX 059-231-3868
a0001396 〒514-0102 土木一式工事,管工事
有限会社奥山住設 津市栗真町屋町４３６
代表取締役　奥山大平

TEL 059-232-4300 /FAX 059-232-1886
a0007339 〒514-0062 建築一式工事
株式会社小澤建設 津市観音寺町５５０番地４１
代表取締役　小澤雅一

TEL 059-224-0353 /FAX 059-226-9472
a0007070 〒514-1136 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社オザワ建設 津市久居東鷹跡町４０番地１ ほ装工事
代表取締役　小澤勇紀

TEL 059-255-3634 /FAX 059-255-2614
a0003814 〒514-0818 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
有限会社尾鈴組 津市城山３丁目１２番１５号 クリート工事,法面処理,ほ装工事,塗装工事,内装仕上工事,水
代表取締役　江藤千利 道施設工事,解体工事

TEL 059-235-0768 /FAX 059-235-0769
a0001953 〒514-2222 土木一式工事,建築一式工事,内装仕上工事
有限会社落合建設工業 津市豊が丘一丁目８番９号
代表取締役　落合孝文

TEL 059-230-2091 /FAX 059-230-2970
a0002822 〒514-0821 土木一式工事,管工事,ほ装工事
鍛冶清水道株式会社 津市垂水２６１２－１２１
代表取締役　田中斎

TEL 059-227-5237 /FAX 059-227-5239
a0003815 〒514-0817 電気工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社カズデン 津市高茶屋小森町１１１５番地
代表取締役　西岡秀和

TEL 059-202-8080 /FAX 059-202-8081
a0002232 〒514-0026 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
有限会社克工務店 津市新東町塔世５６ 防水工事,内装仕上工事,造園工事
代表取締役　岸田克彦

TEL 059-229-6307 /FAX 059-229-6306
a0006739 〒514-1254 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
勝真建設 津市森町２４１番地 クリート工事,法面処理,解体工事
代表　中村勝彦

TEL 059-252-1515 /FAX 059-252-1516
a0002998 〒514-0102 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,
株式会社金谷組 津市栗真町屋町１２３３ 造園工事
代表取締役　金谷明

TEL 059-232-3147 /FAX 059-232-3847
a0002634 〒514-2305 土木一式工事,管工事,ほ装工事
金子工業株式会社 津市安濃町清水字長田２６０－１
代表取締役　金子洋一

TEL 059-267-0107 /FAX 059-267-0108
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z0000159 〒514-1107 その他（ガラス工事）,その他（建具工事）
鎌田硝子株式会社 津市久居中町８２１－１
代表取締役　鎌田通成

TEL 059-256-1355 /FAX 059-256-0105
a0007026 〒514-0396 機械器具設置工事
カヤバＣＳ株式会社 津市雲出長常町１１２９番地１１
代表取締役　庄子和昌

TEL 059-234-9260 /FAX 059-234-9262
a0002214 〒514-2326 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
株式会社河合組 津市安濃町東観音寺１９９－３ 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　笠井秀昌 部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-268-2454 /FAX 059-268-1816
z0000001 〒514-0052 その他（鋼構造物工事）
川合鉄工 津市神納町１番２８号
代表者　川合一生

TEL 059-227-5828 /FAX 059-227-5828
a0000775 〒514-0061 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,内装
株式会社川口組 津市一身田上津部田２０３２－２仕上工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　川口伸介

TEL 059-232-3511 /FAX 059-232-3533
a0006161 〒510-0305 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
株式会社河芸クリーン 津市河芸町中別保２１５番地１ クリート工事,法面処理,電気工事,管工事,ほ装工事,機械器具
代表取締役　神谷守 設置工事,解体工事

TEL 059-245-1314 /FAX 059-245-1343
a0002245 〒510-0304 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
河芸建設株式会社 津市河芸町上野１９５２ 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　後藤則夫 工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-245-1523 /FAX 059-245-5786
a0001935 〒514-0113 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
川嶋施設有限会社 津市一身田大古曽５７９－４ クリート工事,法面処理,電気工事,鋼構造物工事,ほ装工事,塗
代表取締役　川嶋二郎 装工事,造園工事,水道施設工事

TEL 059-232-7500 /FAX 059-232-1175
a0007018 〒515-2515 建築一式工事,大工工事,内装仕上工事
有限会社川端建築 津市一志町八太３９４
取締役　川端隆人

TEL 059-293-6195 /FAX 059-293-3779
a0001375 〒514-0019 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,
株式会社カンキョー 津市住吉町１－１０ ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,内装仕上工事,機械器具設
代表取締役　原田浩伸 置工事,水道施設工事,清掃施設工事,解体工事

TEL 059-223-1111 /FAX 059-227-9224
a0007007 〒510-0306 土木一式工事,プレストレストコンクリート,解体工事
株式会社神田組 津市河芸町一色２２８
代表取締役　神田卓哉

TEL 059-245-0132 /FAX 059-245-0434
a0006457 〒515-3133 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
有限会社ガージュー 津市白山町南家城２４４７番地 事
取締役　神尾理恵

TEL 059-262-1848 /FAX 059-262-5136
a0006149 〒514-0102 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
ガーデンクラフト 津市栗真町屋町６１２－１ クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事
大河内好子

TEL 059-236-3880 /FAX 059-236-3880
a0006707 〒514-2324 土木一式工事,ほ装工事,造園工事
ガーデン中川 津市安濃町粟加８８８番地４
中川石生

TEL 059-268-0263 /FAX 059-268-2356
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a0000799 〒514-0026 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社岸田建設 津市新東町塔世４１番地２ 屋根工事,ほ装工事,防水工事,内装仕上工事,建具工事,解体工事
代表取締役　山本純郎

TEL 059-226-6432 /FAX 059-224-0147
a0007266 〒514-0824 とび・土工・コンクリート工事,法面処理
株式会社キタオカ 津市神戸１２６３番地２
代表取締役　北岡勇基

TEL 059-253-1477 /FAX 059-253-1478
a0001931 〒514-0113 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,と
北嶋建設株式会社 津市一身田大古曽８４７番地の１び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,造園
代表取締役　北嶋和好 工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-232-9077 /FAX 059-231-3122
a0007319 〒514-2211 建築一式工事
キヒラ建工 津市芸濃町椋本４４３０番地７
紀平孝子

TEL 059-265-4659 /FAX 059-265-4202
a0003818 〒514-2328 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
有限会社紀平建装 津市安濃町草生２１５－１ ほ装工事
代表取締役　紀平昌俊

TEL 059-268-2814 /FAX 059-268-3074
a0002444 〒515-2624 土木一式工事,プレストレストコンクリート,造園工事
清野造園 津市白山町垣内９５２－１
清野誠

TEL 059-262-0327 /FAX 059-262-1860
a0001977 〒514-0815 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
有限会社きよみ工業 津市藤方２５９３ 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　信藤雪男 装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-225-4918 /FAX 059-226-1401
a0001386 〒514-0823 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
有限会社桐生造園 津市半田９３６－３３ クリート工事,法面処理,ほ装工事,造園工事
代表取締役　桐生明

TEL 059-228-7465 /FAX 059-228-1779
a0006717 〒514-1107 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
株式会社桐山興業 津市久居中町７９９番地４ 事
代表取締役　桐山慎也

TEL 059-254-4343 /FAX 059-254-4347
a0000791 〒514-2305 塗装工事
草川塗装株式会社 津市安濃町清水１１２番地２４
代表取締役　桂山正

TEL 059-272-4507 /FAX 059-253-4507
a0001376 〒514-0114 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
草深林業株式会社 津市一身田町１９８ び・土工・コンクリート工事,法面処理,屋根工事,管工事,タイ
代表取締役　草深靖志 ル・レンガ・ブロック工事,ほ装工事,塗装工事,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 059-232-2327 /FAX 059-231-2579

a0006683 〒514-0101 塗装工事
株式会社ＫＵＢＯ 津市白塚町３８０６
代表取締役　久保仁志

TEL 059-236-6606 /FAX 059-236-6607
a0002840 〒514-0815 建築一式工事
有限会社倉田組 津市藤方２３７７－２
代表取締役　倉田昌彦

TEL 059-225-8222 /FAX 059-226-7196
a0001963 〒514-0102 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
クリマシィイー有限会社 津市栗真町屋町６１２番地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　大河内満也 装工事,塗装工事,造園工事,解体工事

TEL 059-232-5077 /FAX 059-232-5079
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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
a0007047 〒514-1254 建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート
株式会社クレイン 津市森町５００８番地５ 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　蒲原武洋 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
TEL 059-259-1116 /FAX 059-273-6888

a0003350 〒514-0016 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
有限会社黒田工業 津市乙部２２０２－７
代表取締役　黒田浩市

TEL 059-225-1247 /FAX 059-223-3614
z0000155 〒514-0819 その他（電気工事）,その他（機械器具設置工事）
株式会社グラッド 津市高茶屋六丁目１５番１９号
代表取締役　濱健人

TEL 059-202-7435 /FAX 059-202-7435
a0007088 〒514-0014 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
株式会社グリーンジャム 津市港町１５－８ クリート工事,法面処理,ほ装工事,造園工事,水道施設工事,解
代表取締役　横山康介 体工事

TEL 059-221-0123 /FAX 059-221-0124
z0000084 〒514-1116 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
有限会社グリーンテック三重 津市新家町１４５６番地１ 工事
取締役　服部憲幸

TEL 059-255-8234 /FAX 059-255-8234
a0006920 〒514-2114 土木一式工事,造園工事
株式会社グリーンデイズ 津市美里町南長野３５５
代表取締役　小倉右史

TEL 059-279-3188 /FAX 059-279-3188
a0003388 〒514-0114 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
有限会社ケー・アンド・ケーホ 津市一身田町２４２－４ 装工事
ームズ
代表取締役　後藤則夫

TEL 059-232-0765 /FAX 059-245-5786
a0006898 〒514-0815 土木一式工事,管工事
株式会社Ｋ２建設 津市藤方１５２７－６
代表取締役　小林恭二

TEL 059-229-6292 /FAX 059-229-6292
z0000103 〒514-0073 電気工事,管工事
有限会社Ｋ＆Ｄ 津市殿村１５３３－２
取締役　櫛田達也

TEL 059-237-2100 /FAX 059-237-0062
a0006938 〒514-2325 土木一式工事,プレストレストコンクリート,石工事,管工事,鋼
株式会社ＫＳＩ 津市安濃町田端上野９７４－３２構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工
代表取締役　笠井秀昌 事

TEL 059-268-2223 /FAX 059-268-2221
a0003823 〒514-0121 土木一式工事,プレストレストコンクリート
有限会社けやき地所 津市大里山室町１４３４番地
代表取締役　草深和子

TEL 059-232-2249 /FAX 059-232-2249
a0002906 〒514-1105 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
有限会社建都 津市久居北口町５０４－３ 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　池田利香

TEL 059-255-3039 /FAX 059-255-0662
a0002862 〒514-2211 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,
株式会社芸濃 津市芸濃町椋本３９０５番地の１解体工事
代表取締役　楠井隆

TEL 059-265-4044 /FAX 059-265-4047
z0000026 〒514-2211 その他（電気工事）,その他（しゅんせつ工事）,その他（機械
有限会社芸濃清掃社 津市芸濃町椋本４１２ 器具設置工事）
代表取締役　白塚山和也

TEL 059-265-2250 /FAX 059-265-4404
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a0006099 〒514-0062 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,
株式会社コーラルリーフ 津市観音寺町４４６－７８ 機械器具設置工事
代表取締役　坂下嘉彦

TEL 059-253-7573 /FAX 059-253-7572
a0006422 〒514-0103 塗装工事,防水工事
株式会社ＫＯＵＡ 津市栗真中山町２６０－５
代表取締役　市瀬光貴

TEL 059-236-1800 /FAX 059-236-1900
a0007333 〒514-0002 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事
株式会社コウエイ 津市島崎町２１６番地
代表取締役　田中武

TEL 059-202-8001 /FAX 059-202-8002
a0005875 〒514-0112 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
株式会社幸栄 津市一身田中野３０４－８
代表取締役　草川則幸

TEL 059-231-7573 /FAX 059-202-3535
a0002179 〒514-0061 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事,塗装工事,防水工事
有限会社公輝 津市一身田上津部田４８６
代表取締役　川口公伺郎

TEL 059-231-7912 /FAX 059-231-7913
z0000007 〒510-0302 その他（電気工事）,その他（電気通信工事）,その他（消防施
鴻鵠電気工業 津市河芸町千里ケ丘４２－３９ 設工事）
代表　柴田聖

TEL 059-245-3775 /FAX 059-253-7734
a0003558 〒514-0122 土木一式工事,ほ装工事
光進興業有限会社 津市大里野田町１１１７－１
代表取締役　澤山久志

TEL 059-253-0068 /FAX 059-230-0660
a0005841 〒514-1254 建築一式工事
株式会社向陽 津市森町１９２２番地１
代表取締役　朝倉裕文

TEL 059-252-1300 /FAX 059-252-1841
z0000029 〒515-3133 建築一式工事
越山建築 津市白山町南家城７４４－２
越山文生

TEL 059-262-3770 /FAX 059-262-3770
a0000772 〒514-0013 塗装工事
小寺塗装店 津市海岸町７－１０
代表者　小寺徹也

TEL 059-226-9567 /FAX 059-224-0480
a0002874 〒514-1131 建築一式工事
株式会社小西組 津市久居西鷹跡町５８３－２
代表取締役　小西啓之

TEL 059-256-2211 /FAX 059-256-3477
z0000117 〒514-0834 ガラス工事,建具工事
小林硝子株式会社 津市大倉１３番２４号
代表取締役　小林敏昭

TEL 059-225-1155 /FAX 059-225-7780
a0002526 〒515-2603 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
有限会社小林組 津市白山町川口５０７４－５ 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　小林司 工事

TEL 059-262-3655 /FAX 059-262-4823
a0001956 〒514-0819 土木一式工事,管工事
小林配管設備 津市高茶屋６－１３－１０
小林均

TEL 059-234-5415 /FAX 059-234-6561

IP56PA20



業者名簿
  12 頁

部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内本店
(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
a0002853 〒510-0304 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,
有限会社後藤組 津市河芸町上野１９６６番地 造園工事,水道施設工事
代表取締役　後藤照男

TEL 059-245-1196 /FAX 059-245-6262
a0006181 〒510-0301 塗装工事,防水工事
ゴトウ塗装工業株式会社 津市河芸町西千里１５４３－２
代表取締役　後藤英己

TEL 059-245-7261 /FAX 059-245-7262
z0000164 〒514-1251 電気工事
株式会社榊原電気工業所 津市榊原町５０５９－３
代表取締役　前川勝治

TEL 059-252-1569 /FAX 059-252-1576
a0000824 〒514-0018 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,管工
坂倉水道株式会社 津市中河原４６７－３ 事,鋼構造物工事,ほ装工事,解体工事
代表取締役　坂倉和彦

TEL 059-226-0665 /FAX 059-225-9001
a0005834 〒514-0003 塗装工事
坂倉塗装店 津市桜橋３－２０
坂倉良昭

TEL 059-228-4997 /FAX 059-228-4988
z0000019 〒514-0817 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
阪口設備企画 津市高茶屋小森町１６２３－１２管工事,ほ装工事,水道施設工事,消防施設工事
代表　阪口昌弘

TEL 059-235-2531 /FAX 059-235-2532
a0007049 〒515-3532 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事
阪本生コンクリート有限会社 津市美杉町川上１１２０番地
代表取締役　阪本則生

TEL 059-274-0134 /FAX 059-274-0726
z0000010 〒514-2104 管工事
ササキ設備 津市美里町家所８－１２４
代表　佐々木清

TEL 059-279-4160 /FAX 059-279-3464
a0002514 〒514-1138 電気工事,管工事,電気通信工事,消防施設工事
有限会社眞田電気工業所 津市戸木町７０２５番地の５
代表取締役　眞田正実

TEL 059-255-5187 /FAX 059-256-7570
a0002848 〒514-2327 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
株式会社佐南組 津市安濃町安部６６５番地３ 事,解体工事
代表取締役　佐南幸正

TEL 059-268-1223 /FAX 059-268-4039
a0005737 〒514-1112 造園工事
沢井樹園 津市久居小野辺町６８７－５
澤井勝己

TEL 059-255-1469 /FAX 059-255-1469
a0001391 〒514-0041 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
株式会社佐脇建設 津市八町一丁目５番１５号 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　佐脇和義 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 059-227-0427 /FAX 059-223-2725

a0001973 〒514-0101 土木一式工事,管工事,ほ装工事
有限会社澤建 津市白塚町１８６０－７
代表取締役　澤井正雄

TEL 059-236-3036 /FAX 059-236-3036
a0001420 〒515-2516 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
三協建設株式会社 津市一志町田尻３４－１ 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　藤岡武雄

TEL 059-293-0112 /FAX 059-293-0558
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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
a0006999 〒514-2202 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,解体工事
株式会社山商 津市芸濃町林４６２－１
代表取締役　山本優

TEL 059-261-1256 /FAX 059-261-1395
z0000015 〒514-2211 電気工事,その他（機械器具設置工事）,その他（電気通信工事
株式会社三和 津市芸濃町椋本１８１０－１ ）
代表取締役　古市和幸

TEL 059-265-2245 /FAX 059-265-4045
a0003381 〒514-0805 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
株式会社三和工務店 津市下弁財町津興２５８番地２ 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　山本健次 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 059-271-9669 /FAX 059-271-9667
z0000037 〒514-2104 その他（土木一式工事）,その他（建築一式工事）,その他（と
シャッターマエダ工業 津市美里町家所２１３８－１ び・土工・コンクリート工事）,その他（内装仕上工事）,その
代表者　前田幸三 他（建具工事）

TEL 059-279-3400 /FAX 059-279-3398
a0006584 〒514-2321 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事,造園工
株式会社シャノン 津市安濃町野口５６６番地４ 事
代表取締役　青山正数

TEL 059-268-2323 /FAX 059-268-2276
a0002895 〒514-1122 内装仕上工事
株式会社松泉堂 津市川方町４２１－２
代表取締役　松岡大伸

TEL 059-255-3310 /FAX 059-256-3991
a0003060 〒514-0126 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事
シヴィル建設株式会社 津市大里睦合町２５２０
代表取締役　川添教明

TEL 059-230-7200 /FAX 059-230-7201
z0000165 〒514-2206 その他（とび・土工・コンクリート工事）,その他（電気工事
Σファシリティーズ 津市芸濃町小野平３４８番地１ ）,その他（管工事）,その他（電気通信工事）,その他（水道
代表　吉川公子 施設工事）,その他（消防施設工事）,その他（清掃施設工事）

TEL 059-271-5605 /FAX 059-271-5605
a0003671 〒515-2603 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
有限会社島岡 津市白山町川口３４３８－１ 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　早嶋初巳

TEL 059-264-1417 /FAX 059-264-1418
z0000056 〒515-2603 土木一式工事,管工事
株式会社嶋﨑石油 津市白山町川口１２１７－４
代表取締役　嶋﨑浩一

TEL 059-262-1224 /FAX 059-262-5660
a0006039 〒514-0101 電気工事
株式会社シマデンキ 津市白塚町５２８９番地９
代表取締役　嶋郁夫

TEL 059-232-5330 /FAX 059-232-5334
a0001440 〒515-3421 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,造園工事
清水造園 津市美杉町八知７２２０
代表者　清水秀二

TEL 059-272-0525 /FAX 059-272-0836
z0000156 〒514-2303 その他（土木一式工事）
新英工業 津市安濃町内多２２８
代表　新居利英

TEL 090-2682-0830 /FAX 059-268-2400
a0005575 〒514-0302 管工事,機械器具設置工事
信栄工業有限会社 津市雲出伊倉津町１５８８番地１
代表取締役　逢阪孝

TEL 059-234-1386 /FAX 059-234-1389
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a0007293 〒514-0016 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事
シンリョー特機株式会社 津市大字乙部２０１３番地
代表取締役　別所正己

TEL 059-226-4431 /FAX 059-226-4434
a0003837 〒510-0307 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
有限会社新和工業 津市河芸町影重９１８番地の３ 事,水道施設工事
代表取締役　小黒浩司

TEL 059-245-1396 /FAX 059-245-1372
a0007168 〒514-0102 とび・土工・コンクリート工事,塗装工事,防水工事
津和美装社株式会社 津市栗真町屋町３４８番地２
代表取締役　山路和也

TEL 059-273-5622 /FAX 059-273-5699
a0003220 〒514-0057 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
株式会社ジェイエイ津安芸 津市一色町２１１ 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　赤塚哲治 水工事,内装仕上工事,造園工事,解体工事

TEL 059-224-8941 /FAX 059-224-9001
a0006968 〒515-3132 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ＪＳＩ 津市白山町北家城１０００ 工事,ほ装工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　松田信敏

TEL 059-262-7110 /FAX 059-262-7130
a0001940 〒514-0817 建築一式工事,管工事,内装仕上工事
株式会社ジャックス・ワン 津市高茶屋小森町２６０－７
代表取締役　上之郷隆一

TEL 059-238-5090 /FAX 059-235-2229
a0002297 〒514-2203 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,しゅ
株式会社穰辰建設 津市芸濃町中縄５４６－１ んせつ工事
代表取締役　片岡真里

TEL 059-265-5408 /FAX 059-384-4488
a0000777 〒514-0073 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
ジーテック有限会社 津市殿村１６２７番地
代表取締役　倉田利和

TEL 059-237-0676 /FAX 059-237-4544
z0000147 〒515-3133 その他（建築一式工事）,その他（塗装工事）,その他（防水工
水月堂塗装店 津市白山町南家城３６３－７ 事）
代表　楠滝利美

TEL 059-262-3884 /FAX 059-262-3908
a0006840 〒514-0047 機械器具設置工事
スイコーサービス株式会社 津市桜田町５－１０
代表取締役　福山只夫

TEL 059-213-6767 /FAX 059-213-6768
a0007247 〒514-0315 土木一式工事,管工事,ほ装工事
株式会社スギショウ 津市香良洲町字新開地６０３６番
代表取締役　杉本勝義 地２

TEL 059-292-2360 /FAX 059-292-2377
a0003094 〒514-1251 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
杉田土木株式会社 津市榊原町１５０８０ 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　杉田浩二 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 059-252-0533 /FAX 059-252-0263

a0000774 〒514-0112 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事,防水工事
杉谷建設株式会社 津市一身田中野７７８
代表取締役　杉谷彰俊

TEL 059-232-5111 /FAX 059-232-5112
z0000133 〒510-0301 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリ
有限会社スズカリフォームセン 津市河芸町西千里１６５７－２ ート工事,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼
ター 構造物工事,内装仕上工事
代表取締役　林尚秀

TEL 059-245-5035 /FAX 059-245-5437
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a0002919 〒514-0302 塗装工事,防水工事
有限会社鈴木塗装 津市雲出伊倉津町１８４７番地の
代表取締役　鈴木一三 ６

TEL 059-292-2026 /FAX 059-292-2040
a0007000 〒514-0042 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理
ｓｌｏｖｅ　ｍｏｕｔｈ 津市新町一丁目５番２２号　中村
阪口恵子 ビル２階

TEL 059-261-1058 /FAX 059-261-2882
a0006103 〒514-0823 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
諏訪組株式会社 津市半田８３６番地２６ クリート工事,ほ装工事,解体工事
代表取締役　諏訪和人

TEL 059-213-3883 /FAX 059-213-3882
a0006343 〒514-0817 内装仕上工事
諏訪畳工業株式会社 津市高茶屋小森町５４０
代表取締役　諏訪昭

TEL 059-234-3346 /FAX 059-234-9049
a0003418 〒515-3421 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
勢和建設株式会社 津市美杉町八知２９９２－１ クリート工事,法面処理,石工事,管工事,ほ装工事,水道施設工
代表取締役　関山正博 事,解体工事

TEL 059-272-1177 /FAX 059-272-1178
a0003051 〒514-0812 建築一式工事
株式会社セントラルリフォーム 津市津興字南阿漕田２１３
代表取締役　中井宏樹

TEL 059-227-1115 /FAX 059-227-6344
a0006458 〒514-0314 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
株式会社創建 津市香良洲町３９５４番地３２
代表取締役　松島康雄

TEL 059-271-7444 /FAX 059-271-7443
a0001394 〒514-0817 建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリート工事,法面
株式会社装芸三重 津市高茶屋小森町２８９２－７ 処理,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工事,板金工事,塗装
代表取締役　西口則雄 工事,防水工事,内装仕上工事,建具工事

TEL 059-235-3111 /FAX 059-235-3100
z0000144 〒514-2313 電気工事
有限会社創電サービス 津市安濃町今徳山出７７１－１
代表取締役　飯渕修

TEL 059-268-3434 /FAX 059-268-3164
a0001399 〒514-0801 電気工事,管工事,電気通信工事,消防施設工事
株式会社大弘通信システム 津市船頭町津興３４２２
代表取締役　松吉謙祐

TEL 059-226-5551 /FAX 059-226-5687
a0002295 〒514-2202 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
株式会社大功土木 津市芸濃町林２３３８－２
代表取締役　前川聖也

TEL 059-265-5311 /FAX 059-265-5503
a0000797 〒514-0837 管工事
太洋冷暖房設備株式会社 津市修成町２－７
代表取締役　赤尾雄一郎

TEL 059-228-6935 /FAX 059-227-2936
a0000474 〒514-0121 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
有限会社タカハシ・エム・エフ 津市大里山室町１３８０番地の１び・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工事,塗装工事,防水
・ジー 工事,解体工事
代表取締役　髙橋久武

TEL 059-230-3082 /FAX 059-230-3415
a0000105 〒514-1255 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社タカミ 津市庄田町１４３２ 石工事,ほ装工事,塗装工事,解体工事
代表取締役　小川賢司

TEL 059-256-0122 /FAX 059-256-0366
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a0003846 〒514-1131 電気工事,管工事
株式会社田上空調設備 津市久居西鷹跡町５８８番地４
代表取締役　田上孝智

TEL 059-255-5099 /FAX 059-256-9191
a0000802 〒514-0004 塗装工事,防水工事
株式会社瀧澤 津市栄町１－８４０
代表取締役　瀧澤明子

TEL 059-227-0141 /FAX 059-226-6872
a0000836 〒515-3201 土木一式工事,プレストレストコンクリート
竹原建設株式会社 津市美杉町竹原８４１－１
代表取締役　藤田比佐子

TEL 059-262-3128 /FAX 059-262-3145
a0003849 〒515-2503 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事
有限会社田中建設 津市一志町日置３７０
代表取締役　田中隆之

TEL 059-293-1773 /FAX 059-295-3002
z0000052 〒515-2523 土木一式工事,管工事
田中水道設備 津市一志町井生１９０２番地
事業主　田中一昭

TEL 059-293-2866 /FAX 059-293-6244
a0000817 〒514-2314 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
田中土木株式会社 津市安濃町妙法寺３２７番地１ び・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装工事,造園工事,解
代表取締役　田中広二 体工事

TEL 059-253-5260 /FAX 059-253-5261
a0002876 〒514-1114 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
田辺設備株式会社 津市久居井戸山町８１７番地
代表取締役　田辺和弘

TEL 059-256-1155 /FAX 059-255-2086
a0003852 〒514-0042 電気工事
谷川電気商会 津市新町三丁目２番２３号
谷川哲也

TEL 059-227-3832 /FAX 059-229-5591
a0000787 〒514-0063 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,ほ
田山建設株式会社 津市渋見町６９１－４ 装工事
代表取締役　田山正二

TEL 059-226-9507 /FAX 059-227-5578
a0001950 〒514-1104 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,大
有限会社大幸 津市久居持川町２３４８－８ 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　細野勝巳 工事,タイル・レンガ・ブロック工事,ほ装工事,塗装工事,防水

工事,内装仕上工事,水道施設工事
TEL 059-255-0728 /FAX 059-255-5728

a0003844 〒514-0315 建築一式工事
醍醐工務店 津市香良洲町３９３１
醍醐利和

TEL 059-292-2264 /FAX 059-292-2264
a0006348 〒514-1138 建築一式工事
有限会社大作建設 津市戸木町２１４１番地
代表取締役　石田建作

TEL 059-255-2734 /FAX 059-256-4775
a0005220 〒514-0821 塗装工事,防水工事
有限会社ダイシン 津市垂水１８８９番地の１０
代表取締役　井田健吾

TEL 059-226-9340 /FAX 059-223-2271
a0006889 〒515-3203 土木一式工事
株式会社大清建設 津市美杉町下之川１８５４番地１
代表取締役　丸山嘉宏

TEL 059-276-0922 /FAX 059-276-0933

IP56PA20



業者名簿
  17 頁

部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内本店
(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
a0006176 〒514-0051 建築一式工事,大工工事,内装仕上工事
株式会社ＤＡＩＭＯＮ 津市納所町１２５－１
代表取締役　清水雅雄

TEL 059-228-5750 /FAX 059-225-6197
z0000053 〒515-2504 建築一式工事
大利建築 津市一志町高野２８５
代表　稲垣多喜彦

TEL 059-293-0603 /FAX 059-293-0603
a0002499 〒514-0002 土木一式工事,電気工事,管工事,消防施設工事
ダイワ空調設備株式会社 津市島崎町２４８番地
代表取締役　田辺元幸

TEL 059-226-1277 /FAX 059-225-3749
a0002849 〒514-2328 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
大和建設株式会社 津市安濃町草生４４１２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　宇陀敦 装工事,塗装工事,造園工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-268-3000 /FAX 059-268-2057
a0000823 〒514-0832 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
中央産商株式会社 津市南中央２－１８ び・土工・コンクリート工事,法面処理,塗装工事,造園工事
代表取締役　野々垣陽

TEL 059-223-3511 /FAX 059-225-7109
a0003559 〒514-0016 電気工事
有限会社中央電設 津市乙部２０９８
代表取締役　加瀬久照

TEL 059-226-1540 /FAX 059-224-0744
a0001988 〒515-2514 とび・土工・コンクリート工事,解体工事
株式会社中間ＴＲＣ 津市一志町小山８３７－２０
代表取締役　髙野泰宏

TEL 059-293-4848 /FAX 059-293-4849
z0000089 〒515-3133 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,造園工事
中勢森林組合 津市白山町南家城９１５番地の１
代表理事組合長　森秀美

TEL 059-262-3020 /FAX 059-262-5356
a0000782 〒514-0304 建築一式工事,大工工事
中勢林業株式会社 津市雲出本郷町１７６６
代表取締役　福島重幸

TEL 059-234-2121 /FAX 059-234-7811
a0003046 〒514-2328 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,
中部企業株式会社 津市安濃町草生１９２ 鋼構造物工事,鋼橋上部工,機械器具設置工事,水道施設工事
代表取締役　大西輝

TEL 059-268-2216 /FAX 059-268-0022
a0006780 〒514-0031 土木一式工事,管工事,ほ装工事,水道施設工事,消防施設工事
中部建設工業株式会社 津市北丸之内２０４
代表取締役社長　原田佳幸

TEL 059-226-3609 /FAX 059-225-0180
a0003307 〒514-2302 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
中部産業株式会社 津市安濃町安濃２０１９番地１２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　寺家直史 事,鋼橋上部工,ほ装工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,造

園工事,解体工事
TEL 059-267-0808 /FAX 059-267-0807

a0002234 〒514-0006 電気工事,電気通信工事
中部日信電子株式会社 津市広明町１１２－５
代表取締役社長　武藤誠

TEL 059-226-3985 /FAX 059-225-5476
z0000146 〒514-0042 その他（電気工事）,その他（管工事）,その他（ガラス工事）,
津グローバル管財株式会社 津市新町一丁目４番３４－３０４その他（内装仕上工事）,その他（電気通信工事）,その他（
代表取締役　池端敏治 号 建具工事）,その他（水道施設工事）,その他（消防施設工事）,

その他（清掃施設工事）
TEL 059-269-7855 /FAX 059-269-7856
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a0000798 〒514-0835 土木一式工事,ほ装工事
株式会社津建材 津市幸町６－６
代表取締役　奥山隆司

TEL 059-224-5188 /FAX 059-224-5189
z0000161 〒514-0019 管工事,機械器具設置工事
株式会社津市環境公社 津市住吉町１番１０号
代表取締役　原田浩伸

TEL 059-226-5181 /FAX 059-226-3666
z0000011 〒514-0073 その他（土木一式工事）
津市水道指定事業者共同組合 津市殿村１２１番地１
代表理事　坂倉和彦

TEL 059-237-2051 /FAX 059-237-1999
a0006820 〒514-0027 建築一式工事,内装仕上工事
株式会社辻工務店 津市大門２８－１３
代表取締役社長　吉田安寿

TEL 059-226-2261 /FAX 059-225-8880
a0003561 〒515-2603 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,
有限会社辻本水道 津市白山町川口７４９５－１ 水道施設工事
代表取締役　辻本篤矢

TEL 059-262-1240 /FAX 059-262-1247
a0006916 〒514-1253 土木一式工事,管工事,ほ装工事,水道施設工事,解体工事
株式会社津設備 津市久居一色町４４１番地８
代表取締役　川原田勝久

TEL 059-252-3013 /FAX 059-261-4143
z0000160 〒514-0832 その他（電気工事）,その他（管工事）
津総合設備株式会社 津市南中央２番２６号
代表取締役　菅尾公則

TEL 059-226-9587 /FAX 059-226-9588
z0000088 〒514-0003 その他（電気通信工事）
有限会社津ふじたや 津市桜橋２丁目１４２番地　三重
代表取締役　藤田好晃 県教育文化会館内

TEL 059-228-7714 /FAX 059-225-9826
a0003854 〒514-0104 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
鶴屋株式会社 津市栗真小川町２４７番地１ 装工事,水道施設工事
代表取締役　林孝明

TEL 059-232-7594 /FAX 059-232-7596
a0001961 〒514-1101 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
株式会社ティー・エス・ケー 津市久居明神町１１５３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　田屋敏彦 鋼橋上部工,ほ装工事,塗装工事,造園工事,解体工事

TEL 059-256-1100 /FAX 059-256-1130
a0002375 〒514-2322 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
有限会社ティー・エム・シー 津市安濃町戸島８０６ 事,水道施設工事,消防施設工事
代表取締役　高士彰

TEL 059-268-2244 /FAX 059-268-3770
a0006582 〒514-0035 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ＴＤ 津市西丸之内３６番２６号 クリート工事,法面処理,ほ装工事
代表取締役　田中広二

TEL 059-229-0200 /FAX 059-253-6112
a0002997 〒514-0816 建築一式工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工事,ガラ
株式会社テクト 津市高茶屋小森上野町１３０６－ス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,建具工事
代表取締役　小柴吉生 １７

TEL 059-234-3737 /FAX 059-234-5885
a0002411 〒514-0126 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,塗装工事
テクノトーシン株式会社 津市大里睦合町２５９３－１
代表取締役　三浦紳太郎

TEL 059-230-2593 /FAX 059-230-2594
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z0000121 〒510-0301 建築一式工事,大工工事
寺西建築株式会社 津市河芸町西千里１６２５
代表取締役　寺西崇晃

TEL 059-245-3366 /FAX 059-245-3498
a0007186 〒514-0815 塗装工事
株式会社デュアルシステム 津市藤方９６０番地１
代表取締役　辻幸子

TEL 059-234-0097 /FAX 059-234-0052
z0000131 〒514-0315 その他（電気工事）
トップ総合設備 津市香良洲町１８２９－３０
藤川清和

TEL 059-292-3487 /FAX 059-292-2099
a0005289 〒514-0304 電気工事
株式会社トーシンテック 津市雲出本郷町１６１８番地２
代表取締役　黒澤美保子

TEL 059-234-0081 /FAX 059-234-0073
a0001957 〒514-0022 電気工事,管工事
東栄電工 津市愛宕町２２１番地
代表者　鈴木央宣

TEL 059-226-0415 /FAX 059-228-2100
a0003089 〒514-0823 土木一式工事,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事
東海管清興業株式会社 津市半田字石田１７５
代表取締役　中村正美

TEL 059-226-2151 /FAX 059-225-8777
a0005831 〒510-0314 電気工事,消防施設工事
有限会社東海システム 津市河芸町浜田１９４９－５
代表取締役　水谷博之

TEL 059-244-0575 /FAX 059-244-0576
z0000118 〒514-0013 内装仕上工事
東海装備有限会社 津市海岸町１３－３０
代表取締役　梅田靖史

TEL 059-228-4312 /FAX 059-228-4312
a0003707 〒514-0035 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・
東海土建株式会社 津市西丸之内２－１５ 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
代表取締役社長　橋本正治 ・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,ほ装工事,板金工事,ガ

ラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,造園工事,建具工
TEL 059-227-6101 事,水道施設工事,解体工事/FAX 059-223-0255

a0000750 〒514-0131 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
株式会社東海美松園 津市あのつ台４－２－５ クリート工事,法面処理,石工事,ほ装工事,造園工事
代表取締役　久保田浩嗣

TEL 059-232-7058 /FAX 059-231-0076
a0001970 〒514-1107 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
東海メンテナンス株式会社 津市久居中町２５１番地１ 器具設置工事,水道施設工事
代表取締役社長　明石一幸

TEL 059-253-3567 /FAX 059-253-3566
a0003480 〒514-0126 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
東進産業株式会社 津市大里睦合町２５９７ 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　山口裕 塗装工事,水道施設工事

TEL 059-230-1200 /FAX 059-230-2713
a0006253 〒514-1258 電気工事
株式会社東伸電工 津市久居緑が丘町一丁目３５－１
代表取締役　宮田知芳 ２

TEL 059-252-2119 /FAX 059-252-2119
a0007071 〒514-0315 塗装工事
東石工業株式会社 津市香良洲町６０６３番地
代表取締役　山本智久

TEL 059-292-2081 /FAX 059-292-2082
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a0006770 〒514-0006 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,造
株式会社東万 津市広明町６６番地８ 園工事
代表取締役　鈴木理雄

TEL 059-246-6001 /FAX 059-246-6002
a0002829 〒514-0823 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,
株式会社東洋光和 津市半田１９５６ 水道施設工事
代表取締役　芳村豊行

TEL 059-226-6411 /FAX 059-224-6411
z0000002 〒515-2515 その他（鋼構造物工事）
徳井鉄工所 津市一志町八太高本１６４５の９
代表者　徳井芳樹

TEL 059-293-0086 /FAX 059-293-0087
a0006504 〒514-0823 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,
株式会社鳥建 津市半田２３３１－２２ 塗装工事,解体工事
代表取締役　鳥居成寿

TEL 059-202-0344 /FAX 059-202-2622
a0007317 〒514-2105 電気工事,電気通信工事
中尾電気設備 津市美里町五百野１３００－４
中尾昌昭

TEL 059-279-3397 /FAX 059-279-3397
a0002924 〒515-3203 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
有限会社中川組 津市美杉町下之川２３３９番地 クリート工事,法面処理,ほ装工事
代表取締役　中川保

TEL 059-276-0024 /FAX 059-276-0502
a0007230 〒515-3133 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事
有限会社中西産業 津市白山町南家城１６９番地
代表取締役　中西剛

TEL 059-262-4931 /FAX 059-262-5658
a0006403 〒514-0815 電気通信工事
株式会社中廣ＣＳＧ 津市藤方６０２番地１
代表取締役　中須広明

TEL 059-223-2266 /FAX 059-222-0446
a0000830 〒515-2602 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装
有限会社中村建設 津市白山町二本木２７６ 工事
取締役　中村敏彦

TEL 059-262-0235 /FAX 059-262-5544
z0000139 〒514-0063 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
有限会社中村設備 津市渋見町１８２ 事,消防施設工事
代表取締役　中村學

TEL 059-227-8143 /FAX 059-223-2012
a0002826 〒514-0823 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
中村造園有限会社 津市半田３９３ 工事
代表取締役　中村文一

TEL 059-228-7038 /FAX 059-228-5267
z0000091 〒514-1251 その他（土木一式工事）,その他（建築一式工事）,その他（大工工事）,その他（左官工事）,その他（とび
中山建材 津市榊原町５１０２ ・土工・コンクリート工事）,その他（石工事）,その他（屋根工事）,その他（電気工事）,その他（管工事
代表　中山時男 ）,その他（タイル・レンガ・ブロック工事）,その他（鋼構造物工事）,その他（鉄筋工事）,その他（ほ装

工事）,その他（板金工事）,その他（ガラス工事）,その他（塗装工事）,その他（防水工事）,その他（内
TEL 059-252-0896 装仕上工事）,その他（造園工事）,その他（さく井工事）,その他（建具工事）,その他（解体工事）/FAX 059-252-0896

a0000786 〒514-0033 土木一式工事,建築一式工事
株式会社中山工務店 津市丸之内１２－３
代表取締役　中山公伸

TEL 059-226-4562 /FAX 059-226-4589
a0001423 〒515-2522 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
有限会社永井組 津市一志町波瀬１８３３ 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　永井高志 装工事,水道施設工事

TEL 059-294-7203 /FAX 059-294-7992
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a0003857 〒514-0305 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
有限会社永田組 津市雲出島貫町１４７７ 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　永田巧治

TEL 059-238-0461 /FAX 059-238-0462
a0003204 〒514-0824 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
株式会社鳴川工業 津市神戸１８８７
代表取締役　鳴川英晃

TEL 059-223-7353 /FAX 059-223-7352
a0002530 〒514-0018 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
ニューライフ興業有限会社 津市中河原２０２０ 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　黒田智則 装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事

TEL 059-228-2021 /FAX 059-221-2245
a0007250 〒514-0834 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,塗装工事,防水
株式会社日建エンジニアリング 津市大倉１９番１号 工事
サービス
代表取締役　福島幸一

TEL 059-227-3268 /FAX 059-226-2317
a0001986 〒514-0004 塗装工事,防水工事
株式会社日塗建 津市栄町一丁目９０６番地
代表取締役　朝倉達也

TEL 059-271-6066 /FAX 059-271-6067
a0001939 〒514-0823 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,解体
株式会社ニーズ 津市半田字長峯２５４０番地の１工事
代表取締役　岡村篤昌

TEL 059-225-6647 /FAX 059-225-4712
a0007299 〒514-0012 電気工事
ｎｅｅｄｓ．　ｃｏｒｐｏｒａ 津市末広町３１番２号
ｔｉｏｎ株式会社
代表取締役　伊藤純一

TEL 059-273-6608 /FAX 059-273-6609
a0002834 〒514-0071 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
西栄建設株式会社 津市分部２３８番地の１ 事,造園工事,解体工事
代表取締役　田中大嗣

TEL 059-237-4575 /FAX 059-237-4576
a0001419 〒515-2515 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
西川工業有限会社 津市一志町八太１４３９－１ 管工事,ほ装工事
代表取締役　西川定

TEL 059-293-1057 /FAX 059-293-3438
a0007150 〒514-1252 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事
株式会社ニシケン興業 津市稲葉町字上鴻野２８１－１
代表取締役　西川純二

TEL 059-252-0300 /FAX 059-252-0301
a0002522 〒515-2603 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
西田組 津市白山町川口３７９ 工事,ほ装工事,塗装工事
西田昭彦

TEL 059-262-1287 /FAX 059-262-3354
a0001365 〒514-0101 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
西田興業株式会社 津市白塚町２５７８ クリート工事,法面処理,ほ装工事
代表取締役　西田隆一

TEL 059-232-4583 /FAX 059-231-2300
a0000790 〒514-0028 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
株式会社西出 津市東丸之内１９－２８ クリート工事,法面処理,石工事,電気工事,ほ装工事,塗装工事,
代表取締役　西出誠 内装仕上工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-228-3224 /FAX 059-224-4695
a0000134 〒514-8586 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
日本土建株式会社 津市大倉１９－１ 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
代表取締役社長　田村賴一 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 059-229-5700 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 059-229-5689

IP56PA20



業者名簿
  22 頁

部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内本店
(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
a0006488 〒514-1255 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,鋼構造
株式会社庭工房 津市庄田町２５６５番地２５ 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　岩脇峰生 設工事,解体工事

TEL 059-259-1733 /FAX 059-259-1731
a0003859 〒514-0819 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
有限会社野瀬建築 津市高茶屋７－６－３６ 装工事
取締役　野瀬亘

TEL 059-234-4277 /FAX 059-234-7503
a0000826 〒514-0816 ガラス工事,建具工事
野田硝子株式会社 津市高茶屋小森上野町字小森川１
代表取締役　野田卓司 ０９６－４

TEL 059-234-3141 /FAX 059-234-3143
a0002863 〒514-2202 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事,塗装工事
株式会社野間建設 津市芸濃町林２３５
代表取締役　畑佐建介

TEL 059-265-3080 /FAX 059-265-3176
a0001400 〒514-2221 土木一式工事,プレストレストコンクリート,造園工事
有限会社八景造園 津市高野尾町字東豊久野４９５０
代表取締役　赤塚智久 －２

TEL 059-230-1480 /FAX 059-230-1401
z0000020 〒514-1107 管工事
有限会社八宝 津市久居中町２７６１－３
代表取締役　萩野政則

TEL 059-256-1717 /FAX 059-256-1274
a0002859 〒514-2201 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,
株式会社萩原建設 津市芸濃町楠原１３５－１ 造園工事,水道施設工事
代表取締役　萩原民夫

TEL 059-265-2411 /FAX 059-265-2412
a0005827 〒514-2305 建築一式工事
萩原建設 津市安濃町清水９５－３
小宮聖子

TEL 059-268-2537 /FAX 059-268-2563
a0002940 〒515-2603 造園工事
白山町造園業協同組合 津市白山町川口１９４３－１
代表理事　岩高武司

TEL 059-262-5477 /FAX 059-262-5777
z0000142 〒515-2603 その他（電気工事）,その他（管工事）,その他（機械器具設置
有限会社白山美杉一志合同清掃 津市白山町川口３４０２番地７ 工事）
社
代表取締役　中田洸一郎

TEL 059-262-3447 /FAX 059-262-4513
a0006992 〒514-0816 内装仕上工事
株式会社博進堂 津市高茶屋小森上野町１３３６－
代表取締役　奥田翔悟 ８

TEL 059-234-3450 /FAX 059-234-3458
z0000137 〒514-0312 その他（土木一式工事）,その他（造園工事）
長谷川サービス 津市香良洲町５５４２
長谷川智章

TEL 059-292-3061 /FAX 059-292-3068
a0002374 〒514-1125 土木一式工事,管工事,水道施設工事
長谷川設備株式会社 津市久居元町２２６８
代表取締役　長谷川一正

TEL 059-256-1591 /FAX 059-256-1837
z0000009 〒510-0306 電気工事
有限会社長谷川電気工業所 津市河芸町一色１６５３番地１
取締役　長谷川浩司

TEL 059-245-0157 /FAX 059-245-1330
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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内本店
(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
a0005874 〒514-0101 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事
長谷川土建 津市白塚町４５４７－１
長谷川佳紀

TEL 059-231-0223 /FAX 059-231-0223
a0003525 〒515-2514 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
株式会社林組 津市一志町小山６３８番地１ 装工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　林長泰

TEL 059-293-0069 /FAX 059-293-5397
a0003245 〒514-1105 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,塗
林建設株式会社 津市久居北口町２６６１－７９ 装工事,解体工事
代表取締役　林廣明

TEL 059-254-0321 /FAX 059-254-0322
a0007315 〒514-0008 電気工事,管工事
有限会社ハヤシ設備工業 津市上浜町６丁目８７番地
代表取締役　林憲一

TEL 059-226-0565 /FAX 059-223-2873
a0007278 〒514-2328 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ＰＵＲＳＵＥ 津市安濃町草生４３７８番地１
代表取締役　柄山嘉代

TEL 059-268-0803 /FAX 059-268-4133
a0001424 〒515-2515 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
東出工務店 津市一志町八太３８６－１ クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事
東出哲治

TEL 059-293-0988 /FAX 059-293-3169
a0001965 〒514-0012 内装仕上工事,建具工事
樋口木工所 津市末広町４－５
樋口徳太郎

TEL 059-226-8098 /FAX 059-226-8530
a0001395 〒514-8513 建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,屋根
株式会社久居屋 津市岩田７－２３ 工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,板金工事
代表取締役　堀内謙一郎

TEL 059-227-0231 /FAX 059-227-0234
z0000076 〒514-0826 電気工事,管工事,電気通信工事
日比電設株式会社 津市野田２４７３－３
代表取締役　日比均

TEL 059-239-0330 /FAX 059-239-0331
a0006262 〒514-1101 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
有限会社広管工業 津市久居明神町１６９０番地３６
取締役　廣正純

TEL 059-254-5606 /FAX 059-254-5607
a0000092 〒514-1253 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事
仁中土木有限会社 津市久居一色町６９２－１
代表取締役　中西敏子

TEL 059-252-1023 /FAX 059-252-2896
a0003333 〒515-3536 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
株式会社広山建設 津市美杉町太郎生１８０４ 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　廣山公一 物工事,ほ装工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-273-0331 /FAX 059-273-0634
a0007182 〒514-1101 防水工事
株式会社ＢＳテクト 津市久居明神町１６８９－４１
代表取締役　鈴木秀明

TEL 059-261-8952 /FAX 059-256-6455
a0000857 〒515-3201 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
有限会社ビークル 津市美杉町竹原３１３－１ クリート工事,法面処理,石工事,管工事,ほ装工事,水道施設工
代表取締役　濱口由美子 事

TEL 059-262-4680 /FAX 059-262-4680
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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内本店
(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
z0000149 〒514-1115 その他（土木一式工事）,その他（左官工事）,その他（造園工
ビオ土木 津市木造町９７５－１ 事）,その他（解体工事）
ビエラ　コロドロ　ガリ　ロランド

TEL 080-4964-8123 /FAX 059-253-3732
a0003233 〒514-0101 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
有限会社ビクテル 津市白塚町５３０２－２　ウエスび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,塗装
代表取締役　手島香織 トヒルズⅢ４号室 工事,防水工事,内装仕上工事,解体工事

TEL 059-233-5551 /FAX 059-233-5551
a0003864 〒514-0815 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
Ｂｅｌｉｖｅ株式会社 津市藤方１７０４番地２ 工事,内装仕上工事,造園工事,解体工事
代表取締役　濵田強

TEL 059-228-8873 /FAX 059-225-7331
a0001941 〒514-0082 土木一式工事,建築一式工事
株式会社福井建設 津市片田井戸町２３５
代表取締役　福井啓之

TEL 059-237-5299 /FAX 059-237-5326
a0003868 〒514-0102 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事
福島商店 津市栗真町屋町８２８番地
代表　福島鉄男

TEL 059-232-5638 /FAX 059-232-8748
a0003869 〒515-3421 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
有限会社フジエイ 津市美杉町八知３８６２番地 び・土工・コンクリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,水道
取締役　藤田喜万 施設工事

TEL 059-272-0132 /FAX 059-272-1037
a0002828 〒514-0823 土木一式工事,建築一式工事,左官工事,とび・土工・コンクリ
株式会社藤川工務店 津市半田７６－５ ート工事,石工事,タイル・レンガ・ブロック工事
代表取締役　藤川博

TEL 059-225-2551 /FAX 059-227-6484
a0000776 〒515-3531 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
株式会社藤久建設 津市美杉町奥津１６１－１ 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　藤田義久 部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-274-0215 /FAX 059-274-0819
a0003275 〒515-3421 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
株式会社藤田組 津市美杉町八知６５８６ クリート工事,法面処理,石工事,管工事,ほ装工事,水道施設工
代表取締役　藤田伊市夫 事,解体工事

TEL 059-274-0226 /FAX 059-274-0663
a0007171 〒514-0051 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
藤田設備 津市納所町２６７
代表　藤田行康

TEL 059-227-2929 /FAX 059-227-2237
a0003323 〒514-1255 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社藤谷建設 津市庄田町５８３番地１ 管工事,ほ装工事,塗装工事,造園工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　藤谷文彦

TEL 059-256-3737 /FAX 059-256-3727
a0006421 〒514-0101 塗装工事
ＦＵＴＡＭＩ 津市白塚町１－１３６
生川敬記

TEL 059-231-7423 /FAX 059-231-7423
a0001366 〒514-0101 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事,造園工
有限会社舟橋明楽園 津市白塚町４３７２－１ 事,解体工事
代表取締役　舟橋秀樹

TEL 059-232-7110 /FAX 059-233-1842
a0006753 〒514-0101 土木一式工事,建築一式工事,管工事,ほ装工事
有限会社古市建設 津市白塚町３４２２番地
代表取締役　古市哲也

TEL 059-232-2713 /FAX 059-232-2313
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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内本店
(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
z0000013 〒514-2211 土木一式工事,管工事,水道施設工事,その他（消防施設工事）
有限会社フルイチ設備 津市芸濃町椋本１８６０番地３
代表取締役　古市浩二

TEL 059-265-2145 /FAX 059-265-4796
a0006577 〒514-2326 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
有限会社古川工務店 津市安濃町東観音寺４５８ ほ装工事,塗装工事,防水工事
代表取締役　古川利也

TEL 059-268-5677 /FAX 059-268-3471
a0006788 〒514-0303 土木一式工事,プレストレストコンクリート,石工事,電気工事,
株式会社フレンドサニタリー 津市雲出長常町１２９０番地 管工事,鋼構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,
代表取締役　田中正勝 機械器具設置工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-234-4692 /FAX 059-234-7025
a0007009 〒514-1118 管工事
有限会社プロアクティブ 津市久居新町１１２８番地４５
取締役　山田政樹

TEL 059-256-0375 /FAX 059-256-0375
a0006536 〒514-0815 建築一式工事,塗装工事
株式会社プロジェクト品川 津市藤方１９６６番地１
代表取締役　山岡幸樹

TEL 059-229-0531 /FAX 059-227-2731
a0007268 〒514-0835 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
別所工業株式会社 津市幸町２９番３号 ほ装工事
代表取締役　別所義章

TEL 059-226-8200 /FAX 059-226-3120
a0006823 〒514-0016 管工事
有限会社紅屋 津市乙部２６番７号
代表取締役　大威宏之

TEL 059-225-8290 /FAX 059-229-7023
a0002188 〒510-0304 電気工事
株式会社北栄電設 津市河芸町上野５７０－５
代表取締役　井田巧

TEL 059-245-0780 /FAX 059-245-1157
a0006172 〒514-0012 土木一式工事,プレストレストコンクリート
有限会社ホクシングループ 津市末広町２０番３０号
代表取締役　北山三弘

TEL 059-227-3126 /FAX 059-227-7136
z0000016 〒514-0016 管工事
有限会社堀井機管工業 津市乙部１９番２０号
代表取締役　堀井征治

TEL 059-226-3888 /FAX 059-223-3601
a0003336 〒515-3203 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
本州舗装株式会社 津市美杉町下之川６７８番地３ 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　角谷猛志 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 059-276-8111 /FAX 059-276-8110
a0001361 〒514-0818 建築一式工事
ホンダ建設有限会社 津市城山１－１３－３
代表取締役　本田幸伸

TEL 059-234-3855 /FAX 059-234-1150
a0002252 〒514-2211 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
有限会社前川組 津市芸濃町椋本５１１０ クリート工事,法面処理,石工事,ほ装工事,水道施設工事,解体
代表取締役　中瀬泰弘 工事

TEL 059-265-4048 /FAX 059-265-4048
a0001978 〒514-0817 とび・土工・コンクリート工事,解体工事
株式会社前川商店 津市高茶屋小森町字大新田２８９
代表取締役　桑名研二 ２－１００

TEL 059-234-5411 /FAX 059-234-5412
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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
a0006242 〒514-0114 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
株式会社マエケンｃｉ 津市一身田町３０１－３ クリート工事,ほ装工事
代表取締役　前川誠徳

TEL 059-236-6004 /FAX 059-236-6005
a0006282 〒514-0303 とび・土工・コンクリート工事,解体工事
有限会社前田金属 津市雲出長常町１１８８番地の１
代表取締役　前田幸秀

TEL 059-234-6899 /FAX 059-234-6893
a0000846 〒515-3311 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
株式会社前田組 津市美杉町下多気８２６ び・土工・コンクリート工事,法面処理,石工事,ほ装工事,水道
代表取締役　前田鉄也 施設工事

TEL 059-275-0047 /FAX 059-275-0206
a0006778 〒514-0803 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
前田組株式会社 津市柳山津興２９３－４ クリート工事,法面処理,ほ装工事,解体工事
代表取締役　前田江利子

TEL 059-229-0324 /FAX 059-229-0325
a0003630 〒515-2511 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
株式会社マエダ組 津市一志町片野４８０－１ 事,造園工事
代表取締役　前田光秀

TEL 059-293-1983 /FAX 059-293-5924
a0001385 〒514-0018 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,塗装
有限会社前田土木建設 津市中河原６１６番地 工事,解体工事
代表取締役　前田均

TEL 059-223-1245 /FAX 059-223-1255
a0000812 〒514-0058 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事
前橋建設株式会社 津市安東町２０１６
代表取締役　前橋政之

TEL 059-226-3308 /FAX 059-226-3308
a0001421 〒515-2522 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
有限会社前山組 津市一志町波瀬１５４８－１ クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事
取締役　前山幹夫

TEL 059-261-7826 /FAX 059-294-6001
a0005863 〒514-1112 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
株式会社雅建 津市久居小野辺町１５７３－２ 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
代表取締役　金子雪子 設工事,解体工事

TEL 059-202-5026 /FAX 059-202-5028
a0002854 〒514-0131 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
株式会社マスカワ 津市あのつ台一丁目５番地２ 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　増川至 工事,塗装工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-269-5550 /FAX 059-269-6660
a0003876 〒514-1251 建築一式工事,大工工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック
有限会社増田工業 津市榊原町６３２６ 工事,内装仕上工事
代表取締役　増田友則

TEL 059-252-2625 /FAX 059-252-2631
a0006844 〒514-0061 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
松岡工務店株式会社 津市一身田上津部田１３７９番地び・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　松岡弘樹 １６ 鋼橋上部工,ほ装工事,水道施設工事

TEL 059-225-1919 /FAX 059-225-1919
z0000054 〒514-2204 その他（土木一式工事）
松谷土建 津市芸濃町雲林院３２８
松谷満

TEL 090-2131-9161 /FAX 059-265-4572
a0002233 〒514-0823 管工事,機械器具設置工事
株式会社Ｍａｔｓｕｄａ 津市半田５７２－４
代表取締役　松田健一

TEL 059-223-7378 /FAX 059-223-7478
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a0003879 〒514-0031 内装仕上工事
松田畳工業有限会社 津市北丸之内７４
代表取締役　松田貞司

TEL 059-228-2970 /FAX 059-223-1519
a0006863 〒514-0024 塗装工事
株式会社松村塗装店 津市新立町津４４
代表取締役　松村利治

TEL 059-228-3056 /FAX 059-228-3086
a0001367 〒514-0125 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
有限会社松村土木 津市大里窪田町１７５２－３ ほ装工事,塗装工事,水道施設工事
代表取締役　松村和雄

TEL 059-231-2770 /FAX 059-232-9179
a0001392 〒514-0833 ガラス工事,建具工事
松本ガラス 津市西阿漕町岩田３５－６
松本博

TEL 059-226-7807 /FAX 059-223-4894
a0005806 〒514-0825 電気通信工事
株式会社松本無線音響設備 津市緑が丘１－２１－２
代表取締役　松本泰典

TEL 059-237-4595 /FAX 059-237-4596
z0000136 〒515-2516 建築一式工事
株式会社マルイチ 津市一志町田尻１２０－５
代表取締役　馬場康之

TEL 059-293-0094 /FAX 059-293-5603
a0007135 〒514-1105 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事,しゅんせ
株式会社マルイチ環境サービス 津市久居北口町９９０－４４ つ工事
代表取締役　倉田勇人

TEL 059-255-5058 /FAX 059-255-5957
a0001982 〒514-0015 土木一式工事,建築一式工事,ほ装工事,解体工事
有限会社丸木 津市寿町１９－２
代表取締役　丸木充

TEL 059-228-5958 /FAX 059-228-5785
a0006909 〒514-1101 土木一式工事,プレストレストコンクリート,石工事,管工事,鋼
株式会社マルキン 津市久居明神町１６１５番地１ 構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,機械器具設
代表取締役　金森政貴 置工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-255-2003 /FAX 059-255-2801
z0000100 〒514-0004 建築一式工事,大工工事,屋根工事,管工事,タイル・レンガ・ブ
株式会社マルク 津市栄町３丁目２６９ ロック工事,内装仕上工事,その他（土木一式工事）,その他（
代表取締役　太田久徳 塗装工事）,その他（解体工事）

TEL 059-264-7652 /FAX 059-264-7653
a0002879 〒514-1105 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
有限会社丸三建設 津市久居北口町５４８－３ 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　池田徳太郎

TEL 059-255-2975 /FAX 059-255-0662
a0002823 〒514-0018 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,造園
有限会社丸新建設 津市中河原２０４５番地 工事,解体工事
代表取締役　岸田充功

TEL 059-226-5168 /FAX 059-226-5169
a0002907 〒514-1254 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,
株式会社マルジョウ 津市森町１６１４－２ しゅんせつ工事,機械器具設置工事
代表取締役　岩澤理夫

TEL 059-255-4065 /FAX 059-255-5575
a0005623 〒514-0033 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
丸ノ内ビル管理株式会社 津市丸之内９番１３号 電気工事,管工事,防水工事,消防施設工事,解体工事
代表取締役　辻井壯男

TEL 059-227-6151 /FAX 059-227-3115
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a0006362 〒514-0016 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
有限会社丸福興業 津市乙部２０８８番地 構造物工事,鋼橋上部工,ほ装工事,塗装工事,防水工事,内装仕
代表取締役　森川隼丞 上工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-221-3388 /FAX 059-221-3399
a0002246 〒514-2211 土木一式工事,ほ装工事,解体工事
有限会社丸藤建設 津市芸濃町椋本５０２２－４
代表取締役　増地藤之

TEL 059-265-2355 /FAX 059-265-2356
a0003757 〒514-0817 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
有限会社マルヨシ産業 津市高茶屋小森町１３１１ クリート工事,法面処理
代表取締役　吉村一義

TEL 059-234-1710 /FAX 059-234-1469
a0002888 〒514-1113 電気工事
株式会社マンナカ 津市久居野村町６０６－１２
代表取締役　満仲健一

TEL 059-256-2255 /FAX 059-256-7525
a0005358 〒514-2211 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事
三浦土木 津市芸濃町椋本６０２８－４
代表　三浦武二

TEL 059-265-5380 /FAX 059-265-6380
a0001372 〒514-0047 電気工事,管工事,消防施設工事
株式会社三重空調 津市桜田町９－１０
代表取締役　西村吉信

TEL 059-226-1001 /FAX 059-226-1043
a0003721 〒514-0003 建築一式工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事
三重県ビル工業株式会社 津市桜橋一丁目３２３番地２
代表取締役　小川栄作

TEL 059-222-5081 /FAX 059-222-5082
a0007072 〒514-0817 塗装工事
ミエコーティング株式会社 津市高茶屋小森町２８７５番地１
代表取締役　山本智久

TEL 059-234-4728 /FAX 059-234-9660
a0000177 〒514-0304 土木一式工事,管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,消防施設工事
三重シンリョー設備株式会社 津市雲出本郷町１８０５－２５
代表取締役　別所孝晃

TEL 059-234-4422 /FAX 059-234-4420
a0000792 〒514-0008 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
三重水熱工業株式会社 津市上浜町２－２２３ 管工事,ほ装工事,消防施設工事
代表取締役　有川勝俊

TEL 059-227-1291 /FAX 059-225-7622
a0000855 〒515-3201 電気工事
三重電気工事有限会社 津市美杉町竹原４４２
代表取締役　魚見祐一

TEL 059-262-3125 /FAX 059-262-5826
a0000785 〒514-0131 電気工事,管工事,電気通信工事,消防施設工事
三重電業株式会社 津市あのつ台四丁目７番地７
代表取締役　楠幸治

TEL 059-232-5115 /FAX 059-232-5586
a0006666 〒514-1118 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
株式会社三重土建 津市久居新町１１２２番地８ クリート工事,法面処理,ほ装工事,解体工事
代表取締役　木下了介

TEL 059-271-7630 /FAX 059-271-7631
a0000825 〒514-0112 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
三重農林建設株式会社 津市一身田中野２７５番地の１ ほ装工事,解体工事
代表取締役社長　小島久典

TEL 059-232-0555 /FAX 059-231-2254
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a0007080 〒514-1255 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,
株式会社三重プロテクト 津市庄田町２５５７番地１ 解体工事
代表取締役　佐脇啓之

TEL 059-256-9981 /FAX 059-256-9980
a0002516 〒514-1113 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
三重レーンマーク株式会社 津市久居野村町１９７６－３４ ほ装工事,塗装工事
代表取締役　江川英孝

TEL 059-256-4198 /FAX 059-256-6241
a0001958 〒514-0819 電気工事,電気通信工事
ミオンエンジニア株式会社 津市高茶屋４－１－２
代表取締役　石川雄一郎

TEL 059-234-1970 /FAX 059-234-1975
a0003681 〒514-0812 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,解体
三雲舗装株式会社 津市津興字阿漕５７９番地 工事
代表取締役　藤桐清

TEL 059-246-5525 /FAX 059-246-5526
a0006814 〒514-2104 土木一式工事,プレストレストコンクリート,ほ装工事,造園工
株式会社美里 津市美里町家所４６５４番地１ 事,解体工事
代表取締役　齋田和利

TEL 059-279-8011 /FAX 059-279-8018
z0000141 〒515-3421 その他（電気工事）,その他（管工事）,その他（機械器具設置
株式会社美杉清掃社 津市美杉町八知５４１１番地４ 工事）
代表取締役　山際智也

TEL 059-272-0868 /FAX 059-272-1195
z0000138 〒514-0018 その他（管工事）,その他（鋼構造物工事）,その他（機械器具
有限会社水谷機械 津市中河原５８１－１ 設置工事）
代表取締役　水谷進

TEL 059-228-0491 /FAX 059-228-0491
z0000148 〒514-2211 鋼構造物工事,その他（解体工事）
水谷鉄工株式会社 津市芸濃町椋本２８４０
代表取締役　水谷竜三

TEL 059-266-0070 /FAX 059-266-0071
a0006014 〒514-0305 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事
溝口管工有限会社 津市雲出島貫町１４６０
代表取締役　溝口隆至

TEL 059-234-4432 /FAX 059-234-4432
a0007207 〒514-0015 塗装工事
株式会社溝口美装 津市寿町１８番４
代表取締役　溝口敦

TEL 059-271-9191 /FAX 059-271-9192
a0006250 〒515-3133 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
株式会社南工業 津市白山町南家城９６５ クリート工事,法面処理,ほ装工事,解体工事
代表取締役　南明

TEL 059-262-3083 /FAX 059-262-4350
a0002816 〒514-0821 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
株式会社南山建設 津市垂水２５７９－６ クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,解
代表取締役　南山忠德 体工事

TEL 059-228-4497 /FAX 059-228-8814
a0000806 〒514-0304 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事
ミヤコ産業株式会社 津市雲出本郷町字長田２９６番地
代表取締役　中川龍之 の１

TEL 059-234-4101 /FAX 059-234-6847
a0002858 〒510-0317 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
有限会社宮崎組 津市河芸町北黒田７４３－１ 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　宮崎智之 工事,解体工事

TEL 059-245-2602 /FAX 059-245-2155
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z0000081 〒514-0312 建具工事
有限会社雅工建 津市香良洲町６４６５番地１
代表取締役　長谷川雅彦

TEL 059-292-2038 /FAX 059-292-8559
a0006207 〒514-0815 土木一式工事,プレストレストコンクリート
宮村興業 津市藤方１２６１番地１０
宮村章男

TEL 059-228-4895 /FAX 059-228-4895
a0005690 〒514-1255 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
有限会社未来開発 津市庄田町１４３２ 石工事,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　髙野和仁

TEL 059-253-8861 /FAX 059-253-8862
a0006254 〒514-0008 土木一式工事,管工事,ほ装工事,塗装工事,造園工事
株式会社椋下建設 津市上浜町１丁目１００
代表取締役　椋下寛之

TEL 059-273-5530 /FAX 059-272-4622
a0002999 〒514-0816 建具工事
村木建材工業株式会社 津市高茶屋小森字大新田２８３３
代表取締役　村木丈浩

TEL 059-234-2101 /FAX 059-234-8631
a0006578 〒514-0812 土木一式工事,プレストレストコンクリート,管工事
株式会社ムラタホールディング 津市津興６９番地２
ス
代表取締役　村田賢

TEL 059-229-1550 /FAX 059-229-1550
a0007243 〒514-0304 建築一式工事,大工工事
株式会社最上工務店 津市雲出本郷町１１６１－１
代表取締役　最上幸助

TEL 059-234-7536 /FAX 059-234-7568
a0005562 〒510-0317 土木一式工事,ほ装工事
有限会社もぐら 津市河芸町北黒田４５番地１
代表取締役　伊藤幸子

TEL 059-245-3798 /FAX 059-245-3798
z0000127 〒514-0011 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ＹＡＳＡＫＡ 津市高洲町１０８８
代表取締役　山口和也

TEL 059-269-5330 /FAX 059-269-5331
a0002606 〒514-0063 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事
有限会社ヤツカ建設 津市渋見町３６４－１
代表取締役　山村学

TEL 059-227-8615 /FAX 059-227-6882
a0007281 〒515-3132 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
株式会社八幡工業 津市白山町北家城１０００ 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　松田信敏 装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事

TEL 059-262-0534 /FAX 059-262-0629
a0002591 〒514-0126 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
藪建設株式会社 津市大里睦合町２５２２番地 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　藪光仁 工事,解体工事

TEL 059-230-8899 /FAX 059-230-7799
a0006111 〒510-0304 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
有限会社山管工 津市河芸町上野１０４５－４ 管工事,ほ装工事,水道施設工事
代表取締役　倉田勝享

TEL 059-245-7010 /FAX 059-245-7011
a0003886 〒514-0018 建築一式工事,塗装工事
山口工業株式会社 津市中河原２１６８番地３
代表取締役　山口幹生

TEL 059-226-7996 /FAX 059-226-7996
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a0006247 〒515-2504 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
株式会社山口産業 津市一志町高野２６０８番地２ クリート工事,法面処理,石工事,電気工事,管工事,鋼構造物工
代表取締役　山口行治 事,鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事

TEL 059-293-5809 /FAX 059-293-5810
a0003789 〒514-0838 電気工事,管工事,消防施設工事
株式会社山口商会 津市岩田２番８号
代表取締役　山口　久彦

TEL 059-226-4885 /FAX 059-225-1892
a0002827 〒514-0073 土木一式工事,塗装工事,防水工事
株式会社山口塗装 津市殿村１３０８－４
代表取締役　山口武宏

TEL 059-237-0439 /FAX 059-237-1474
a0000827 〒514-0065 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
株式会社山幸建設 津市河辺町２６９１ 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　山本幸生 工事,内装仕上工事,建具工事,解体工事

TEL 059-227-0983 /FAX 059-227-0963
a0007203 〒514-2211 造園工事
山崎造園 津市芸濃町椋本６１３８番地３
藤本　夢 クレールⅡ　１０１号室

TEL 090-4791-9176 /FAX
a0006954 〒514-0101 管工事
株式会社ヤマシキ 津市白塚町２８２８番地１
代表取締役　山舖浩伸

TEL 059-261-8816 /FAX 059-261-8816
a0007224 〒514-0834 建築一式工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事
株式会社山下工務店 津市大倉８番３０号
代表取締役　山下哲史

TEL 059-227-7731 /FAX 059-228-2922
z0000030 〒514-0835 その他（消防施設工事）
山下防災メンテナンス 津市幸町３３－３
代表　山下剛史

TEL 059-223-7756 /FAX 059-223-7756
a0001382 〒514-0046 電気工事,消防施設工事
株式会社山電 津市大園町１１－１
代表取締役　森岡豊

TEL 059-228-7247 /FAX 059-228-7363
a0001942 〒514-0061 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
有限会社ヤマト産業 津市一身田上津部田１５０３番地クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,解体工事
代表取締役　山川員弘 の６

TEL 059-228-1763 /FAX 059-225-4137
z0000128 〒514-0815 その他（電気工事）
山中設備 津市藤方２２７６－８
代表者　山中稔

TEL 059-226-8660 /FAX 059-226-8660
z0000102 〒510-0307 その他（管工事）,その他（機械器具設置工事）
山野商店 津市河芸町影重２９３０－３
代表者　山野敏和

TEL 059-245-1720 /FAX 059-245-1720
a0000856 〒515-3201 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
株式会社山本建設 津市美杉町竹原１６７８ 工事,管工事,ほ装工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　田中明

TEL 059-272-0806 /FAX 059-272-0450
a0002451 〒514-2114 土木一式工事,造園工事
株式会社山本造園 津市美里町南長野３５５
代表取締役　小倉和美

TEL 059-279-2127 /FAX 059-279-4128
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a0005332 〒514-1252 造園工事
山本造園土木 津市稲葉町２３８６－８６
代表者　山本毅

TEL 059-252-2313 /FAX 059-252-2313
a0002922 〒515-3133 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,管工事,ほ装工
株式会社ユーサン 津市白山町南家城１３０８－４ 事,水道施設工事
代表取締役　岡田祐伸

TEL 059-262-5590 /FAX 059-264-1025
a0001964 〒514-0065 土木一式工事,ほ装工事
株式会社雄建 津市河辺町１９７－４
代表取締役　中島幸雄

TEL 059-222-2318 /FAX 059-226-1823
a0006258 〒514-0314 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
有限会社幸設備工業 津市香良洲町３９４６－５２ 管工事,ほ装工事,水道施設工事
代表取締役　矢野真大

TEL 059-292-3970 /FAX 0598-56-9129
a0002290 〒514-0064 土木一式工事,プレストレストコンクリート,造園工事
有限会社横田建設 津市長岡町８００番地３０５
代表取締役　横田吉昭

TEL 059-223-2828 /FAX 059-223-2830
a0002920 〒514-0311 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
横山組有限会社 津市香良洲町５１１０番地 解体工事
代表取締役　横山吉男

TEL 059-292-3518 /FAX 059-292-3422
a0007287 〒514-1115 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社ヨシズミテック 津市木造町２５０７番地２ 管工事,ほ装工事,造園工事
代表取締役　吉住薫

TEL 059-253-5406 /FAX 059-253-5407
a0007258 〒514-0061 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,解体
有限会社ヨシダ 津市一身田上津部田ノノ坪１７６工事
代表取締役　吉田明門 ９

TEL 059-222-9300 /FAX 059-222-9301
a0003153 〒514-0303 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,
吉村工業株式会社 津市雲出長常町１３４９－６ 塗装工事,防水工事,内装仕上工事,機械器具設置工事,造園工事,
代表取締役　吉村哲夫 水道施設工事,消防施設工事,解体工事

TEL 059-234-7521 /FAX 059-234-8701
z0000058 〒515-2615 その他（管工事）,その他（水道施設工事）
米澤ポンプ店 津市白山町八対野１２３８番地
米澤正一

TEL 059-262-0220 /FAX 059-262-0220
a0002839 〒514-0821 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
有限会社ライズ 津市垂水１９３７番地１ クリート工事,法面処理,管工事,ほ装工事,解体工事
取締役　星山元正

TEL 059-223-1515 /FAX 059-223-1516
a0007115 〒514-0061 とび・土工・コンクリート工事,法面処理,塗装工事,防水工事
株式会社リペイント匠 津市一身田上津部田１３５６番地
代表取締役　久保信也 ３

TEL 059-273-5779 /FAX 059-273-5790
a0007338 〒514-0102 塗装工事
Ｒｅホーム株式会社 津市栗真町屋町３３９－１
代表取締役　吉村貴之

TEL 059-236-1755 /FAX 059-236-1756
a0002861 〒514-2211 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
株式会社ロッシュ 津市芸濃町椋本４２９９番地 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　櫻井洋 鋼橋上部工,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-269-5111 /FAX 059-269-5113
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a0002852 〒510-0311 土木一式工事,石工事,管工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅん
株式会社若葉晃建 津市河芸町三行１３６番地 せつ工事,塗装工事,造園工事,水道施設工事,解体工事
代表取締役　片岡昌也

TEL 059-245-6868 /FAX 059-245-6848
z0000069 〒514-0126 その他（土木一式工事）,その他（造園工事）
若林園 津市大里睦合町２７４
代表　若林卓哉

TEL 059-230-0033 /FAX 059-230-0033
a0005563 〒514-1251 土木一式工事,管工事
有限会社脇田設備 津市榊原町７１３７番地の１
代表取締役　脇田勝功

TEL 059-252-1980 /FAX 059-252-1865
a0005699 〒514-0052 電気工事,管工事
株式会社ワコー 津市神納町４－１５
代表取締役　別所勝

TEL 059-226-6600 /FAX 059-223-0058
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