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部門：工事業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内支店
(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
a0000186 〒514-1136 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装
青葉工業株式会社　三重営業所 津市久居東鷹跡町２７９番地１ 工事,塗装工事,さく井工事,水道施設工事
所長　小林茂

TEL 059-256-4155 /FAX 059-256-4177
a0003478 〒514-0004 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社淺沼組　三重営業所 津市栄町三丁目２６５番地 ほ装工事,水道施設工事,解体工事
所長　大庭勝浩

TEL 059-228-6181 /FAX 059-227-1817
a0003357 〒514-0131 電気工事,管工事
株式会社朝日機器エンジニアリ 津市あのつ台４丁目６番９
ング　津支店
支店長　杉谷晃久

TEL 059-253-1111 /FAX 059-253-1112
a0001446 〒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
株式会社朝日工業　津営業所 津市あのつ台４－２－５ 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
営業所長　落合衣理香 事

TEL 059-231-3560 /FAX 059-386-5836
a0003259 〒514-0009 管工事
株式会社朝日工業社　三重営業 津市羽所町７００番地
所
所長　吉原大三

TEL 059-223-2240 /FAX 059-223-2247
a0002501 〒514-0815 電気通信工事
ａｎｄ株式会社　三重営業所 津市藤方５０１－１８
所長　伊藤裕朗

TEL 059-213-6260 /FAX 059-213-6261
a0002792 〒514-0031 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
株式会社安藤・間　三重営業所 津市北丸之内１２番 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,
所長　横山英樹 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,ほ装工事,しゅんせつ工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,
TEL 059-226-1855 内装仕上工事,造園工事,建具工事,水道施設工事,解体工事/FAX 059-226-8138

a0002810 〒514-0038 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
イビデングリーンテック株式会 津市西古河町２５－１９ クリート工事,法面処理
社　三重営業所
所長　森元卓志

TEL 059-227-4133 /FAX 059-227-7864
a0003064 〒514-0304 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,造園工事,解体
岩間造園株式会社　三重支店 津市雲出本郷町字川端８３８ 工事
支店長　池山幸男

TEL 059-234-0715 /FAX 059-234-0716
a0000424 〒514-2221 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事
株式会社エステム　三重支店 津市高野尾町１８９７－４８
支店長　五十君好可

TEL 059-230-0099 /FAX 059-230-1902
a0002395 〒514-0042 電気工事,管工事,内装仕上工事,電気通信工事
ＮＥＣフィールディング株式会 津市新町三丁目２番１号
社　三重支店
三重支店長　橋本慶仁

TEL 050-3146-4115 /FAX 059-227-6927
a0000205 〒514-0036 電気通信工事
株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 津市丸之内養正町４－１
津事業所
津事業所長　吉田大輔

TEL 059-225-7883 /FAX 059-225-7419
a0002636 〒514-0131 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,鋼構
ＮＤＳ株式会社　三重営業支店 津市あのつ台二丁目２番４号 造物工事,ほ装工事,塗装工事,電気通信工事,水道施設工事
三重営業支店長　飯柴満

TEL 059-253-2120 /FAX 059-232-2551
a0000140 〒514-0004 電気工事,管工事,電気通信工事
株式会社オーテック　環境シス 津市栄町２丁目３１１
テム事業部三重営業所
所長　田口竜

TEL 059-228-3165 /FAX 059-228-3164
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a0002448 〒514-0009 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・
株式会社大林組　三重営業所 津市羽所町７００番地　アスト津コンクリート工事,石工事,屋根工事,電気工事,タイル・レンガ
所長　浜口俊明 １２階 ・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,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,
TEL 059-226-5174 熱絶縁工事,造園工事,建具工事,水道施設工事,解体工事/FAX 059-226-5171

a0000025 〒514-1113 管工事,消防施設工事
閑林工業株式会社　三重営業所 津市久居野村町４９４－５
所長　大市久樹

TEL 059-255-2377 /FAX 059-255-5518
a0003194 〒514-0101 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
株式会社キクテック　三重支店 津市白塚町字石神４２０１番地のほ装工事,塗装工事,水道施設工事
支店長　落合鉄也 ２

TEL 059-232-6131 /FAX 059-232-7557
a0002458 〒514-0027 管工事,消防施設工事
北嶋工業株式会社　三重営業所 津市大門７番１５号　津センター
営業所長　松林学 パレス４階

TEL 059-227-9523 /FAX 059-227-9523
a0002447 〒515-3201 土木一式工事
木原造林株式会社　美杉事業所 津市美杉町竹原２５８
所長　井上晃宏

TEL 059-262-3011 /FAX 059-262-5322
a0000053 〒514-0027 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
株式会社熊谷組　三重営業所 津市大門７番１５号 屋根工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,
所長　北村良保 防水工事,内装仕上工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-228-3757 /FAX 059-225-5260
a0006428 〒514-0004 建具工事
小松ウオール工業株式会社　三 津市栄町３－１４３－１笠間第２
重営業所 ビル２Ｆ
営業所長　村田智也

TEL 059-253-4811 /FAX 059-224-0622
a0002294 〒514-0815 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
三愛物産株式会社　三重支店 津市藤方１１６５－１ 事
取締役支店長　越後勉

TEL 059-228-5101 /FAX 059-228-2826
a0002450 〒510-0305 電気通信工事
株式会社三弘　三重営業所 津市河芸町中別保１５０－１
所長　佐藤薫

TEL 059-245-3377 /FAX 059-245-3373
a0006575 〒514-0125 電気通信工事
三友電子株式会社　三重営業所 津市大里窪田町２３３－１
所長　西田茂広

TEL 059-269-7790 /FAX 059-269-7791
a0003235 〒514-0823 内装仕上工事,建具工事
三和シヤッター工業株式会社 津市半田５９１－１
津統括営業所
統括所長　井上康二

TEL 059-225-3011 /FAX 059-226-3288
a0003442 〒514-0834 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,鋼構
株式会社シーテック　三重支社 津市大倉１２番１９号 造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,電気通信工事,
執行役員三重支社長　外岡宏章 水道施設工事,消防施設工事

TEL 059-229-3551 /FAX 059-229-3565
a0002009 〒514-0009 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
清水建設株式会社　三重営業所 津市羽所町３７５ び・土工・コンクリート工事,電気工事,管工事,タイル・レン
所長　齋藤直樹 ガ・ブロック工事,鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,内

装仕上工事,造園工事,水道施設工事,解体工事
TEL 059-227-5231 /FAX 059-227-5235

a0006784 〒514-0058 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,塗装
株式会社シンコーワ　三重営業 津市安東町２４７７番地１ 工事,解体工事
所
所長　納元正志

TEL 059-269-5201 /FAX 059-269-5202
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a0006132 〒514-0301 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,
ＪＦＥテクノス株式会社　三重 津市雲出鋼管町１番地 鋼橋上部工,塗装工事,機械器具設置工事,水道施設工事
事業所
三重事業所長　髙橋誠

TEL 059-246-3550 /FAX 059-246-3555
a0001693 〒510-0303 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
有限会社セフテック　津営業所 津市河芸町東千里３０６１－１０塗装工事
津営業所長　山川大輔

TEL 059-244-1223 /FAX 059-245-8150
a0002172 〒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,大工工事,
大成建設株式会社　三重営業所 津市丸之内２４番１６号 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,
営業所長　大川誠 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 059-227-1106 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 059-227-1107

a0003190 〒514-0018 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
太洋基礎工業株式会社　三重営 津市中河原字矢倉下６４１ 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
業所 設工事
所長　内海四朗

TEL 059-222-1215 /FAX 059-222-2889
a0002766 〒514-0014 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,鋼構造
高砂建設株式会社　津支店 津市港町１３番１２号 物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,解体工事
支店長　三好孝幸

TEL 059-225-3133 /FAX 059-225-3135
a0002472 〒514-0009 建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリート工事,屋根
株式会社竹中工務店　三重営業 津市羽所町６０１ 工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼構造物工事,塗装工事,
所 防水工事,内装仕上工事,解体工事
営業所長　北折秀規

TEL 059-227-3241 /FAX 059-228-9074
a0006235 〒514-0819 管工事
タニコー株式会社　三重営業所 津市高茶屋５－１－３７
所長　伊藤英貴

TEL 059-235-5761 /FAX 059-235-5760
a0005418 〒514-0834 管工事
ダイキンエアテクノ株式会社 津市大倉２０－３２
津営業所
所長　上野博之

TEL 059-224-7751 /FAX 059-224-7755
a0000110 〒514-0006 電気工事,管工事,消防施設工事
ダイダン株式会社　三重営業所 津市広明町３４５番地２
所長　三浦元

TEL 059-225-3840 /FAX 059-225-3897
a0003585 〒515-3532 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
中央土木株式会社　津営業所 津市美杉町川上１１２０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
津営業所長　小林義之 装工事,しゅんせつ工事,塗装工事,水道施設工事

TEL 059-274-7001 /FAX 059-274-7002
a0002872 〒514-1255 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事,塗装
中部ニチレキ工事株式会社　三 津市庄田町１９２１－３ 工事
重営業所
所長　松田誠

TEL 059-255-6021 /FAX 059-255-6381
a0000312 〒514-0131 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
長永スポーツ工業株式会社　三 津市あのつ台４丁目６番７ ほ装工事,内装仕上工事,造園工事
重支店
支店長　足立健司

TEL 059-236-1500 /FAX 059-236-1133
a0002618 〒514-1118 土木一式工事,しゅんせつ工事
地建興業株式会社　三重営業所 津市久居新町６１７－１
所長　岩月哲也

TEL 059-256-1215 /FAX 059-256-1216
a0006901 〒514-0027 とび・土工・コンクリート工事
株式会社津代エクステリア　三 津市大門１番２７号　川井ビル３
重支店 Ｄ
支店長　藤井靖仁

TEL 059-271-8061 /FAX 059-271-8062
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a0000629 〒514-0104 電気通信工事,消防施設工事
株式会社辻電機　津営業所 津市栗真小川町７１４－２
所長　宮﨑守

TEL 059-232-1821 /FAX 059-231-1588
a0003103 〒514-0803 管工事
株式会社テクノ菱和　三重営業 津市柳山津興３０１－１
所
所長　福岡誠

TEL 059-224-0141 /FAX 059-224-0241
a0006211 〒514-0815 電気工事,管工事
株式会社デンソーソリューショ 津市藤方字西大田５９４－１
ン　三重支店
支店長　鶴田一弥

TEL 059-213-5280 /FAX 059-225-2512
a0003626 〒514-8585 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,電気工事,管工
株式会社トーエネック　三重支 津市桜橋二丁目１７７－１ 事,鋼構造物工事,ほ装工事,電気通信工事,水道施設工事,消防
店 施設工事
執行役員三重支店長　伊藤公一

TEL 059-229-6100 /FAX 059-229-6115
a0000328 〒514-0304 電気工事,電気通信工事
東海信号株式会社　三重営業所 津市雲出本郷町１６１８番地２
営業所長　黒澤正之

TEL 059-234-4828 /FAX 059-234-8694
a0003429 〒514-0034 管工事
東邦瓦斯株式会社　三重営業部 津市南丸之内４番１０号
営業部長　田中実

TEL 059-228-7134 /FAX 059-228-7139
a0003362 〒514-0819 電気工事,電気通信工事
東邦電気工業株式会社　三重営 津市高茶屋２－１２－３
業所
所長　川野正行

TEL 059-253-3397 /FAX 059-253-3398
a0003403 〒514-0006 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事,
飛島建設株式会社　三重営業所 津市広明町４１８番地１ ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事
所長　加藤伸紀

TEL 059-272-4298 /FAX 059-272-4299
a0003322 〒514-0819 電気通信工事
名古屋通信工業株式会社　三重 津市高茶屋３丁目２９－４１
営業所
所長　弥浦秀夫

TEL 059-264-7523 /FAX 059-264-7522
a0007136 〒514-0025 建具工事
ナブコドア株式会社　津営業所 津市東町津１９
所長　戸來正志

TEL 059-227-0091 /FAX 059-225-2427
a0000012 〒514-0036 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,ほ装
日特建設株式会社　三重営業所 津市丸之内養正町２０番１４号 工事,水道施設工事
所長　本田晃一

TEL 059-225-6575 /FAX 059-225-6608
a0003457 〒514-0004 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
株式会社日本ピーエス　三重営 津市栄町２丁目３０４番地 クリート工事,鋼構造物工事,ほ装工事,水道施設工事,解体工事
業所
所長　野口泰信

TEL 059-224-5551 /FAX 059-224-6031
a0002759 〒514-0003 電気通信工事
西日本電信電話株式会社　三重 津市桜橋二丁目１４９番地
支店
支店長　佐藤麻希

TEL 059-213-7998 /FAX 059-213-7984
a0002870 〒514-1255 とび・土工・コンクリート工事,ほ装工事
ニチレキ株式会社　三重営業所 津市庄田町１９２１番地３
所長　横山大悟

TEL 059-255-6021 /FAX 059-255-6381
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a0005590 〒514-0004 管工事,水道施設工事
日本管工業株式会社　三重支店 津市栄町２丁目４５６番地
取締役支店長　稲垣孝修

TEL 059-226-3610 /FAX 059-226-7317
a0006607 〒514-0102 電気工事,管工事,消防施設工事
日本空調サービス株式会社　三 津市栗真町屋町字松本４０１－１
重支店
支店長　伊東秀明

TEL 059-231-1811 /FAX 059-232-9229
a0003748 〒514-0004 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
日本国土開発株式会社　三重営 津市栄町２－３１１ 鋼構造物工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,水道施設工事
業所
所長　城山英次

TEL 059-213-9081 /FAX 059-213-9082
a0005348 〒514-0006 電気工事,電気通信工事
日本信号株式会社　三重営業所 津市広明町１１２－５
所長　岡本晃

TEL 059-226-1054 /FAX 059-226-7702
a0005799 〒514-0834 電気工事,管工事
日本ファシリオ株式会社　三重 津市高茶屋４－３６－３１　３３
営業所 ９ビル２階南号
所長　山本悟司

TEL 059-269-7888 /FAX 059-269-7887
a0003497 〒514-0009 電気通信工事
扶桑電通株式会社　津営業所 津市羽所町３７５番地
所長　進藤満

TEL 059-226-1515 /FAX 059-226-1512
a0002389 〒514-0101 内装仕上工事,建具工事
文化シヤッター株式会社　津営 津市白塚町４２７５番１号
業所
所長　明楽雅守

TEL 059-231-1251 /FAX 059-231-1254
a0000121 〒514-0004 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,とび・土工・コンクリ
前田建設工業株式会社　三重営 津市栄町１丁目８６４ ート工事,石工事,屋根工事,タイル・レンガ・ブロック工事,鋼
業所 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
所長　水野裕史 工事,解体工事

TEL 059-228-3571 /FAX 059-225-7900
a0001874 〒514-0315 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
有限会社ミエコロジー　津支店 津市香良洲町１３４番地４０ 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,
支店長　小林晃 しゅんせつ工事,水道施設工事,解体工事

TEL 059-245-6969 /FAX 059-232-0818
a0000680 〒514-0816 防水工事
三重石商事株式会社　津営業所 津市高茶屋小森上野町１３２８番
所長　滝伸一郎 地

TEL 059-234-2344 /FAX 059-234-2349
a0005825 〒514-0004 土木一式工事,建築一式工事,とび・土工・コンクリート工事,
村本建設株式会社　三重営業所 津市栄町三丁目２６９番地 鋼構造物工事,ほ装工事,水道施設工事,解体工事
所長　具足雅史

TEL 059-253-8652 /FAX 059-253-8653
a0000606 〒514-1101 消防施設工事
矢野防災設備株式会社　津営業 津市久居明神町２５１６－１
所
所長　吉川龍司

TEL 059-271-7740 /FAX 059-271-7741
a0003062 〒514-0006 土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,法面処理,石工
ライト工業株式会社　三重営業 津市広明町３５８番地 事,鋼構造物工事,ほ装工事,塗装工事,水道施設工事
所
所長　安藤貴郎

TEL 059-221-5266 /FAX 059-221-5267
a0006064 〒514-0803 管工事
菱和エアコン株式会社　三重営 津市柳山津興３０１番地の１
業所
所長　長谷川和重

TEL 059-227-7326 /FAX 059-227-7615

IP56PA20


