
1 藪建設株式会社 代表取締役 藪 光仁 514-0126 津市大里睦合町2522番地 建設業

2 株式会社 田村組 代表取締役 田村 充宏 515-0066 松阪市五反田町一丁目1293番地1 建設業

3 株式会社 中島組 代表取締役 島田 逸男 516-1301 度会郡南伊勢町道方1288番地2 建設業

4 聖建工株式会社 代表取締役 山口 聖 512-1303 四日市市小牧町807-5 建設業

5 株式会社 佐野組 代表取締役 佐野 耕一 513-0801 鈴鹿市神戸七丁目11番2号 建設業

6 株式会社 坂口組 代表取締役 坂口 久光 518-0225 伊賀市桐ケ丘3丁目346番地 建設業

7 株式会社 三重中央コンサルタント 代表取締役 笹村 峰司 514-0051 津市納所町122 建設コンサルタント

8 株式会社 上山組 代表取締役 上山 勝久 515-1615 松阪市飯高町森488番地 建設業

9 株式会社 大久保建設 代表取締役社長 三浦 道夫 519-0311 鈴鹿市大久保町1823番地 建設業

10 株式会社 北村組 取締役社長 北村 俊治 515-0019 松阪市中央町306番地の1 建設業

11 畑中建設工業株式会社 代表取締役 畑中 節子 517-0501 志摩市阿児町鵜方3308-1 建設業

12 株式会社 谷口建設 代表取締役 谷口 悟 516-0102 度会郡南伊勢町切原103番地1 建設業

13 中村土建株式会社 代表取締役 中村 邦睦 515-0033 松阪市垣鼻町756番地 建設業

14 須賀株式会社 代表取締役 岡田 達也 513-0034 鈴鹿市須賀二丁目517番地の1 建設業

15 株式会社 中村組 代表取締役 中村 利一郎 512-8046 四日市市あかつき台二丁目1番地の192 建設業

16 株式会社 カギテック 代表取締役 井上 雅博 515-0055 松阪市田村町341番地の１ 測量・建設コンサルタ
ント

17 稲葉建設株式会社 代表取締役 松岡 久雄 516-1423 度会郡南伊勢町村山1111-1 建設業

18 株式会社 丸昇建設 代表取締役 小倉 章弘 519-3658 尾鷲市倉ノ谷町26-21 建設業

19
シンフォニアテクノロジー株式会社
伊勢製作所

執行役員
伊勢製作所長 三木 利夫

516-8550 伊勢市竹ヶ鼻町100番地 製造業

20 株式会社 大風工務店 代表取締役 坂田 雅宏 510-0243 鈴鹿市白子4-21-12 建設業

21 株式会社 西組 代表取締役 西 覚嗣 519-2631 多気郡大台町岩井635-1 建設業

22 株式会社 橋本組 代表取締役 橋本 考也 519-3639 尾鷲市中川30番10号 建設業

23 有限会社 竜川組 代表取締役 竜川 望 519-0434 度会郡玉城町田宮寺246-2 建設業

24 大宗建設株式会社 代表取締役 佐野 行廣 510-0044 四日市市相生町１番１号 建設業

25 磯部建設工業株式会社 代表取締役 平石 隆之 517-0214 志摩市磯部町迫間72番地 建設業

26 株式会社 山下組 代表取締役 山下 信康 517-0703 志摩市志摩町和具799番地2 建設業

27 株式会社 山下 代表取締役 山下 美鈴 516-1244 度会郡度会町南中村922番地 建設業

28 水谷建設株式会社 管財人 天野 勝介 511-0861 桑名市大字蛎塚新田328番地 建設業

29 霞興業有限会社 代表取締役 糸見 勘一 511-1136 桑名市長島町白鶏293番地 建設業

30 藤田土木株式会社 代表取締役 川瀬 稔 515-0845 松阪市伊勢寺町388番地 建設業

31 安濃建設株式会社 代表取締役 宇陀 定男 514-2328 津市安濃町草生4326-1 建設業

32 新成テック株式会社 代表取締役 野間 真介 510-0947 桑名市大字大仲新田540番地の１ 建設業

33 株式会社ＥＱＡ国際認証センター 代表取締役 古市 政典 510-0075 四日市市安島1丁目2番13号 サービス業

34 株式会社 伊勢土木 代表取締役 田上 顕也 513-0828 鈴鹿市阿古曽町31番5号 建設業

35 株式会社 五味建設 代表取締役 森本 慶太 519-3408 北牟婁郡紀北町海山区便ノ山539番地4 建設業

36 イケダアクト株式会社 代表取締役 田中 久司 513-0032 鈴鹿市池田町櫛引1140番地 建設業

37 株式会社 山野建設 代表取締役 山野 稔 516-0062 伊勢市浦口4丁目1番11号 建設業

38 宮本建設株式会社 代表取締役 中川 学 516-0066 伊勢市辻久留3丁目5番52号 建設業

39 株式会社 堀池組 代表取締役 堀池 和茂 518-0111 伊賀市下神戸356番地 建設業

40 福道建設株式会社 代表取締役 清水 百合子 510-0821 四日市市久保田2丁目3番9号 建設業

41 藤原工業株式会社 代表取締役 藤原 和彦 510-0854 四日市市塩浜本町三丁目四五番地 建設業

42 株式会社コンサルティング中勢 代表取締役 鈴木 光德 515-0026 松阪市大黒田町878番地2 建設コンサルタント

43 三舞建設株式会社 代表取締役 下 悦男 510-0258 鈴鹿市秋永町2017番地 建設業

44 山二建設株式会社 代表取締役 西山 啓司 519-2521 多気郡大台町明豆403番地 建設業
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45 株式会社 明和プラテック 代表取締役 細渕 真哉 515-0321 多気郡明和町大字斎宮3576番地3 測量・建設コンサルタン
ト・補償コンサルタント

46 株式会社 圡生組 代表取締役 山口 明男 514-0323 津市香良洲町1863番地1 建設業

47 杉山コンサルタンツ株式会社 代表取締役 杉山 信行 514-1118 津市久居新町680番地の4 測量・設計・補償

48 株式会社 西邦建設 代表取締役 西口 竜矢 516-0003 伊勢市下野町600番地の13 建設業

49 山一建設株式会社 代表取締役 河野 康之 518-0809 伊賀市西明寺字中川原485番地2 建設業

50 株式会社 四方谷土木 代表取締役 四方谷 正義 516-0102 度会郡南伊勢町切原475 建設業

51 株式会社 岡本組 代表取締役 岡本 一彦 519-3403 北牟婁郡紀北町海山区上里45番地2 建設業

52 株式会社 第一電気工業 代表取締役 城 馨 510-0944 四日市市笹川3丁目33番地 建設業

53 株式会社 三洋開発 代表取締役 三浦 裕 514-0811 津市津興275番地 建設コンサルタント

54 株式会社 亀川組 代表取締役 亀川 洋 517-0021 鳥羽市安楽島町1412番地17 建設業

55 株式会社 近藤建設 代表取締役 近藤 隆男 516-0051 伊勢市上地町3604番地1 建設業

56 アイトム建設株式会社 代表取締役 山下 晃 510-0066 四日市市南浜田町4番1号 建設業

57 中央土木株式会社 代表取締役 角谷 勝利 515-1411 松阪市飯南町粥見2318番地3 建設業

58 株式会社 マツザキ 代表取締役 松崎 茂 518-1416 伊賀市下阿波2697番地の1 建設業

59 国立大学法人 三重大学 学長 内田 淳正 514-8507 津市栗真町屋町1577 国立大学法人

60 株式会社 アサヒ 代表取締役 山北 淑久 518-0752 名張市蔵持町原出523-7 建設業

61 株式会社 若鈴 代表取締役社長 倉田 一夫 514-0006 津市広明町345-1 若鈴ビル
建設コンサルタン
ト、測量調査

62 奥岡建設工業株式会社 代表取締役 奥岡 司朗 511-0203 いなべ市員弁町畑新田560番地の1 建設業

63 株式会社 五十嵐建設 代表取締役 五十嵐 和壽 512-1105 四日市市水沢町3015番地２ 建設業

64 株式会社 山口工務店 代表取締役 山口 毅 516-0062 伊勢市浦口2-9-25 建設業

65 株式会社 丸八土建 代表取締役 橋本 智弥 519-2505 多気郡大台町江馬668-1 建設業

66 株式会社 丸宗土建 代表取締役 川本 幸宏 516-0018 伊勢市黒瀬町917-163 建設業

67 株式会社 上田新工業 代表取締役 上田 正克 510-0845 四日市市海山道町3-66 建設業

68 日本土木工業株式会社 代表取締役 疇地 一弘 519-5205 南牟婁郡御浜町大字引作141-52 建設業

69 株式会社 桜井組 代表取締役 板谷 一満 519-0414 度会郡玉城町佐田241-2 建設業

70 北嶋建設 株式会社 代表取締役 北嶋 和好 514-0113 津市一身田大古曽847番地の1 建設業

71 諸岡建設 株式会社 代表取締役 諸岡 剛 510-1324 三重郡菰野町大字田光457番地の2 建設業

72 朝日丸建設株式会社 代表取締役社長 牧原 康 516-0007 伊勢市小木町604-3 建設業

73
日本キャボット・
マイクロエレクトロニクス株式会社

代表取締役 ダマシェク 由美子 514-2211 津市芸濃町北神山1287-19 製造業

74
サイバー・ネット・
コミュニケーションズ株式会社

代表取締役 山路 熟 510-0084 四日市市栄町1番11号 情報・通信業

75 ユウテック株式会社 代表取締役 有城 功徑 519-5711 南牟婁郡紀宝町井田2404番地の13 建設業

76 株式会社 三和工務店 代表取締役 藤岡 孝 518-0227 伊賀市青山羽根1310番地の1 建設業

77 東進産業株式会社 代表取締役 古井 淳 514-0126 津市大里睦合町2597番地 建設業

78 丸文工業株式会社 代表取締役 西尾 亮 517-0501 志摩市阿児町鵜方1173-1 建設業

79 ＣＳＧコンサルタント株式会社 代表取締役 安藤 澄代 516-0009 伊勢市河崎1丁目5番61号 測量業

80 長谷川興業株式会社 代表取締役 長谷川 正雄 518-0825 伊賀市小田町630-1 建設業

81 株式会社 中田商事 代表取締役 中田 純一 518-0818 伊賀市荒木野々浦893-1 運輸業

82 株式会社 上村組 代表取締役 上村 尚登 516-1534 度会郡南伊勢町古和浦12番地 建設業

83 株式会社 丸谷建設 代表取締役 水谷 勉 512-8063 四日市市山村町928番地11 建設業

84 中外医薬生産株式会社 代表取締役社長 田山 雅敏 518-0131 伊賀市ゆめが丘七丁目５番地の5 医薬品の製造販売業

85 株式会社 マスヤグループ本社 代表取締役 浜田 吉司 519-0594 伊勢市小俣町相合1306 グループの持株会社

86 株式会社 マスヤ 代表取締役 浜田 吉司 519-0594 伊勢市小俣町相合1306 菓子製造・販売

87 株式会社 伊勢萬 代表取締役 浜田 吉司 516-0025 伊勢市宇治中之切町77-2 酒類製造・販売

88 株式会社 エムケイ・コーポレーション 代表取締役 浜田 吉司 519-0506 伊勢市小俣町湯田1517-3
高齢者生活支援サー
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