
1 株式会社田村組 代表取締役　田村充宏 515-0064 松阪市五反田町一丁目1293番1 建設業

2 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

3 株式会社幸組 代表取締役　尾崎好紀 519-3413 北牟婁郡紀北町海山区引本浦881 建設業

4 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

5 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

6 紀北信用金庫 理事長　湯浅 己 519-3613 尾鷲市野地町1番3号 金融業

7 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

8 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

9 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番地の2 建設業

10 株式会社キタモリ 代表取締役　北森浩貴 518-0113 伊賀市古郡546-1 運輸業
医療,福祉

11 株式会社佐野組 代表取締役　佐野耕一 513-0801 鈴鹿市神戸7丁目11-2 建設業

12 株式会社光機械製作所 代表取締役　西岡慶子 514-0112 津市一身田中野8-1 製造業

13 上野ハウス株式会社 代表取締役　奥井実 518-0835 伊賀市緑ヶ丘南町2332番地 建設業

14 福道建設株式会社 代表取締役　清水百合子 510-0821 四日市市久保田二丁目3-9 建設業

15 宮崎建設工業株式会社 代表取締役　宮崎正司 517-0021 鳥羽市安楽島町1222番地20 建設業

16 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 技術サービ
ス業

17 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

18 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

19 株式会社林組 代表取締役　林長泰 515-2514 津市一志町小山638番地1 建設業

20 株式会社百木組 代表取締役　百木孝司 519-2181 多気郡多気町相可581番地 建設業

21 株式会社後出建材土木 代表取締役　後出利幸 519-1426 伊賀市西之澤848-1 建設業

22 株式会社眞建 代表取締役　小倉眞左美 519-3658 南牟婁郡御浜町大字柿原846-5 建設業

23 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

24 濵田建設株式会社 代表取締役　濵田正之 519-3406 北牟婁郡紀北町海山区相賀1603-1 建設業

25 宮本建設株式会社 代表取締役　稲葉雄一 516-0066 伊勢市辻久留3丁目5番52号 建設業

26 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

27 別府建設株式会社 代表取締役　奥山茂樹 510-0946 四日市市小林町3018-10 建設業

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

29 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

30 南海カツマ株式会社 代表取締役社長　勝眞浩一 514-0008 津市上浜町五丁目64番地6 技術サービ
ス業

31 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 製造業

32 志摩環境事業協業組合 理事長　宝門孝雄 517-0501 志摩市阿児町鵜方9番地44 サービス業

33 株式会社坂下工務店 代表取締役　坂下託一 517-0603 志摩市大王町波切2644 建設業

34 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

35 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

36 株式会社セルフ舎建設 代表取締役　川端宏明 519-3658 尾鷲市倉ノ谷町12番11号 建設業

37 エイベックス株式会社多度工場 執行役員　生駒健二 511-0117 桑名市多度町下野代3503-30 製造業
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38 株式会社河合組 代表取締役　笠井秀昌 514-2326 津市安濃町東観音寺199番地3 建設業

39 株式会社奥野建設 代表取締役　奥野勇樹 516-0072 伊勢市宮後3-7-26 建設業

40 株式会社山下 代表取締役　山下陽也 516-1244 度会郡度会町南中村922番地 建設業

41 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1-2-13 サービス業

42 株式会社真光組 代表取締役　矢田慶典 510-1231 菰野町大字神森字南川原612番地 建設業

43 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 建設業

44 住友電装株式会社 社長　井上治 510-8528 四日市市浜田町5番28号 製造業

45 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

46 中倉土建株式会社 代表取締役　中倉正二 519-2734 度会郡大紀町永会196-1 建設業

47 信藤建設株式会社 代表取締役　伊藤秀樹 510-0853 四日市市川合町2番地 建設業

48 株式会社川木組 代表取締役　川木正浩 517-0011 鳥羽市鳥羽2-15-15 建設業

49 株式会社北村組 取締役社長　北村俊治 515-0019 松阪市中央町306-1 建設業

50 株式会社石吉組 代表取締役社長　橋爪吉生 517-0501 志摩市阿児町鵜方1233 建設業
医療,福祉

51 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

52 有限会社中建工業 代表取締役　中東資文 515-0041 松阪市上川町2278番地1 建設業

53 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2404-13 建設業

54 親和電機工業株式会社 代表取締役　服部正己 510-0855 四日市市馳出町3丁目29番地 建設業

55 株式会社大森土木工業 代表取締役　大森隆稔 519-2504 多気郡大台町小切畑638 建設業

56 マルヒロ産業株式会社 代表取締役　岩出昇 519-0504 伊勢市小俣町宮前138 建設業

57 株式会社山本建材 代表取締役　山本和宏 517-0503 志摩市阿児町立神3412 建設業

58 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

59 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3-45 建設業

60 株式会社杉本組 代表取締役　杉本弘次 510-0842 四日市市石原町1番地 建設業

61 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

62 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

63 三重シンリョー設備株式会社 代表取締役　別所俊彦 514-0304 津市雲出本郷町1805-25 建設業

64 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

65 丸栄調査設計株式会社 代表取締役　川口勝男 515-0812 松阪市船江町1528-2 技術サービ
ス業

66 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3604-17 建設業

67 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番地1 建設業

68 成和建設株式会社 代表取締役　中野利一 510-0201 鈴鹿市稲生町8326番地の9 建設業

69 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600-13 建設業

70 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

71 有限会社幸工業 代表取締役　筒井正幸 510-0802 四日市市三ツ谷町11番20号 建設業

72 大宗建設株式会社 取締役社長　佐野行廣 510-0044 四日市市相生町1番1号 建設業

73 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226番地57 建設業

74 三愛物産株式会社三重支店 取締役支店長　山本明彦 514-0815 津市藤方1165-1 建設業
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75 株式会社西美組 代表取締役　西正孝 519-4325 熊野市有馬町2846-2 建設業

76 株式会社井本組 代表取締役　井本伊織 519-4324 熊野市井戸町字中芝446番地23 建設業

77 株式会社コーストメイト 代表取締役　竹村仁志 510-0012 四日市市羽津4502番地 建設業

78 株式会社北定組 代表取締役　北川勉之 515-0848 松阪市野村町543番地の2 建設業

79 有限会社出馬重機 代表取締役　出馬泰道 517-0505 志摩市阿児町甲賀4541-1 建設業

80 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 建設業

81 堀田建設株式会社 代表取締役　堀田誠 519-0124 亀山市東御幸町231番地 建設業

82 有限会社小林組 代表取締役　小林司 515-2603 津市白山町川口5074番地5 建設業

83 横山総合整備株式会社 代表取締役　横山隆之 515-2314 松阪市嬉野新屋庄町1486-2 建設業

84 株式会社リョーケン 代表取締役　加藤良輔 512-0932 四日市市小生町873番地 建設業

85 一般財団法人
食品分析開発センターSUNATEC 理事長　庄司正 510-0825 四日市市赤堀新町9番5号 学術研究

86 株式会社宇城組 代表取締役　宇城哲也 519-4673 熊野市五郷町寺谷746-4 建設業

87 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

88 株式会社ZTV 取締役社長　田村憲司 514-8557 津市あのつ台4丁目7番地1 情報通信業

89 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

90 有限会社くろべ 代表取締役　中村弥生 516-0805 伊勢市御薗町高向481 医療,福祉

91 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 技術サービ
ス業

92 株式会社川島工業 代表取締役　杉森昭彦 519-1711 伊賀市島ヶ原5286番地の3 建設業

93 東建興業株式会社 代表取締役　東一昭 519-3204 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島1145番地の5 建設業

94 国立大学法人三重大学 学長　駒田美弘 514-8507 津市栗真町屋町1577 国立大学法
人

95 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

96 三重交通株式会社 取締役社長　雲井敬 514-8635 津市中央1番1号 運輸業

97 株式会社KBS中部営業所 所長　寺嶋伊代子 514-1118 津市久居新町631番地1 サービス業

98 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番地1 建設業

99 株式会社伊勢森建設 代表取締役　山田篤史 510-0107 四日市市楠町北一色町227番地1 建設業

100 丸亀産業株式会社 代表取締役　竹上仁士 515-0011 松阪市高町450-1 建設業

101 万協製薬株式会社 代表取締役社長　松浦信男 519-2174 多気郡多気町五桂1169-142 製造業

102 大和緑化株式会社 代表取締役　岩本義久 519-5204 南牟婁郡御浜町大字阿田和3422番地1 建設業

103 株式会社共同技術コンサルタント 代表取締役　柘植満博 519-1411 伊賀市楯岡631番地 技術サービ
ス業

104 株式会社藤谷建設 代表取締役　藤谷文彦 514-1255 津市庄田町583番地1 建設業

105 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

106 中部電力株式会社三重支店 執行役員三重支店長　片岡明典 514-8558 津市丸之内2番21号 電気業

107 株式会社ハンエイ 代表取締役　久保田繁吉 513-1123 鈴鹿市下大久保町北山﨑971番地 建設業

108 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

109 株式会社岡興産 代表取締役　岡巌 511-0513 いなべ市藤原町下野尻86 建設業


