
1 株式会社村田組 代表取締役 村田ちなみ 519-3639 尾鷲市中川3番15号 建設業

2 株式会社院南組 代表取締役 院南 督 510-1253 三重郡菰野町大字潤田835番地9 建設業

3 新陽工業株式会社 代表取締役 新井満雄 510-0863 四日市市大字塩浜4101番地の5 建設業

4 株式会社大道建設 代表取締役 辻本俊志 518-0722 名張市松崎町1428番地 建設業

5 宇野重工株式会社 代表取締役社長 宇野恭
生 515-8558 松阪市大津町1607-1 建設業

6
株式会社ナガサクコンサルタン
ト 代表取締役 珎道利行 515-0043 松阪市下村町2345番地の2 学術研究、専門・技術

サービス業

7 株式会社紀南組 代表取締役 南 重喜 519-3625 尾鷲市大字向井468番地の2 建設業

8 株式会社森田建設 代表取締役 森田富守 516-0071 伊勢市一之木４丁目7-4 建設業

9 株式会社廣嶋組 代表取締役 廣嶋伸二 518-0007 伊賀市東条婦之鳥208-1 建設業

10 奥建設株式会社 代表取締役 奥 眞治 519-1421 伊賀市山畑1411番地 建設業

11 西出建設株式会社 代表取締役 西出幸彦 512-0906 四日市市山之一色町518-6 建設業

12 高砂建設株式会社 代表取締役 梅田次男 510-0042 四日市市高砂町8番29号 建設業

13 株式会社福田豊工務店 代表取締役 猪飼正人 518-0838 伊賀市上野茅町2722番地の6 建設業

14 山岸建設株式会社 代表取締役 山岸敬一 519-3205 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島1916-13 建設業

15 西口建工株式会社 代表取締役 西口直人 510-0226 鈴鹿市岸岡町3371番地 建設業

16 日本土建株式会社 取締役社長 田村欣也 514-8586 津市大倉19番1号 建設業

17 中井土木株式会社 代表取締役 中井俊彦 515-0005 松阪市鎌田町274-4 建設業

18 カネセ建設株式会社 代表取締役 野呂和敏 519-2515 多気郡大台町熊内69 建設業

19 株式会社中井組 代表取締役 中井 敬 515-1615 松阪市飯高町森586-6 建設業

20 株式会社西城組 代表取締役 田端泰夫 510-0225 鈴鹿市若松西二丁目13番12号 建設業

21 株式会社イレクト伊勢 代表取締役 阿形幸信 519-0609 伊勢市二見町茶屋421番地2 建設業

22 株式会社佐南組 代表取締役 佐南幸正 514-2327 津市安濃町安部665番地3 建設業

23 株式会社佐和組 代表取締役 田中尚登 519-0272 鈴鹿市東庄内町4338-10 建設業

24 東海住電精密株式会社 取締役社長 伊藤敏明 510-1222 三重郡菰野町大字大強原2500-5 製造業

25 株式会社三重銀行 取締役頭取 種橋潤治 510-0087 四日市市西新地7番8号 金融業・保険
業

26 株式会社服部組 代表取締役 服部幸毅 510-1233 三重郡菰野町大字菰野1011-1 建設業

27 株式会社大栄建設 代表取締役 森川浩司 514-0812 津市津興字北阿漕田258番2 建設業

28 株式会社第三銀行 取締役頭取 岩間 弘 515-8530 松阪市京町510番地 金融業・保険
業

29 上野舗装株式会社 代表取締役 極並 徹 518-0843 伊賀市久米町841番地の1 建設業

30 株式会社富士建設 代表取締役 西村昭六 516-0072 伊勢市宮後2丁目10番20号 建設業

31 浜口土木株式会社 代表取締役 濱口祐彦 515-0507 伊勢市村松町3990 建設業

32 東海土建株式会社 代表取締役社長 橋本正
治 514-0035 津市西丸之内2-15 建設業

33 勢和建設株式会社 代表取締役 関山正博 515-3421 津市美杉町八知2992番地1 建設業

34 有限会社磯部組 代表取締役 磯部淳也 510-0205 鈴鹿市稲生三丁目4番13号 建設業

35 株式会社中村組 代表取締役 世古直美 519-3811 尾鷲市三木里町243-2 建設業

36 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

37 株式会社前川組 代表取締役 前川禔德 519-3204 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島
188番地 建設業

38 有限会社南勢建築設計 代表取締役 伊東俊一 516-0035 伊勢市勢田町580-3 学術研究、専門・技術
サービス業

39 株式会社西山組 代表取締役 西山正照 516-0072 伊勢市宮後2丁目12-34 建設業
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40
株式会社三重新成コンサルタン
ト 代表取締役 生川英紀 515-3133 津市白山町南家城776-8 学術研究、専門・技術

サービス業

41 大同建設工業株式会社 代表取締役 今井智一 518-0873 伊賀市上野丸之内117番地 建設業

42 株式会社松本組 代表取締役 松本くみ子 515-2324 松阪市嬉野町1445-2 建設業

43 株式会社前田組 代表取締役 前田 哲 516-0026 伊勢市宇治浦田3丁目17番34号 建設業

44 株式会社尾鍋組 代表取締役 尾鍋哲也 515-1502 松阪市飯高町宮前321-4 建設業

45 株式会社広山建設 代表取締役 廣山公一 515-3536 津市美杉町太郎生1804番地 建設業

46 南和建設株式会社 代表取締役 小谷佐千代 516-0101 度会郡南伊勢町五ケ所浦1069番地 建設業

47 天元工業株式会社 代表取締役 加藤 航 511-1134 桑名市長島町松蔭110番地 建設業

48 株式会社ジオ 代表取締役 中西 徹 516-0072 伊勢市宮後二丁目21番8号 学術研究、専門・技術
サービス業

49 株式会社大栄 代表取締役 大森光起 518-0809 伊賀市西明寺478番地 建設業

50 下建設株式会社 代表取締役 桑原 卓 519-0503 伊勢市小俣町元町689番地 建設業

51 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

52 株式会社平野組 代表取締役 平野金人 519-3203 北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原1009建設業

53 シンフォニアエンジニアリング株式会社
代表取締役社長 加藤一
路 516-8553 伊勢市竹ヶ鼻町99番地96 建設業

54 株式会社佑成産業 代表取締役 岡山富根 519-0405 度会郡玉城町日向183-3 建設業

55 朝日土木株式会社 代表取締役 秦 純二 510-0033 四日市市川原町32-1 建設業

56 株式会社谷口組 代表取締役 谷口直也 519-2911 度会郡大紀町錦343-31 建設業

57 南建工業株式会社 代表取締役 松岡 繁 516-1309 度会郡南伊勢町東宮3108番地 建設業

58 株式会社サンエイ工務店 代表取締役 山下友和 510-0002 四日市市羽津中二丁目2番4号 建設業

59 七宝建設株式会社 代表取締役 川口義文 519-3617 尾鷲市野地町12番31号 建設業

60 衣笠土木有限会社 代表取締役 衣笠玲子 519-0013 鈴鹿市国分町16番地の1 建設業

61 社会福祉法人斎宮会 理事長 伊原修次 519-2179 多気郡多気町仁田706-7 医療、福祉

62 河建興業株式会社 代表取締役 河北光一 510-0971 四日市市南小松町1213番地 建設業

63 有限会社三重建装 代表取締役 川野勝治 518-0843 伊賀市久米町15番地の10 建設業

64 株式会社ヤマタケ 代表取締役 山端武彦 518-0627 名張市桔梗が丘7番町1街区3番地 建設業

65
一般財団法人食品分析開発セン
ターSUNATEC 理事長 庄司 正 510-0826 四日市市赤堀二丁目3番29号 学術研究、専門・技術

サービス業

66 株式会社伊藤工務店 代表取締役 中村哲也 516-0009 伊勢市河崎1丁目11番4号 建設業

67 大西建設工業有限会社 代表取締役 大西善和 517-0405 志摩市浜島町南張1737 建設業

68 伊勢土建工業株式会社 代表取締役 渡邉良永 511-0016 桑名市相生町7番地 建設業

69 松岡建設株式会社 代表取締役 松岡伸年 510-8114 三重郡川越町大字亀崎新田51番地1 建設業

70 株式会社三扇 代表取締役 光本敬子 519-0111 亀山市栄町1486番地の15 建設業

71 日本工業株式会社 代表取締役 山川敏彦 516-1103 伊勢市津村町1663番地50 建設業

72 勢州建設株式会社 代表取締役 伊藤 隨 513-0809 鈴鹿市西条三丁目7番22号 建設業

73 株式会社アイ・シー・エス 代表取締役社長 信貴幹
夫 516-8551 伊勢市竹ヶ鼻町100番地 学術研究、専門・技術

サービス業

74 株式会社大進 代表取締役 中村伸市 517-0032 鳥羽市相差町1051番地 建設業

75 株式会社森組 代表取締役 森 修 516-1108 伊勢市円座町1005番地 建設業

76 大達建設株式会社 代表取締役 大野和加男 519-2801 度会郡大紀町柏野1492-1 建設業


