
建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

1頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-78-0148

（有）石慶 3,000 －2401無法

土１石１園１
三重県いなべ市大安町石榑南１０１１〒511-0266

水谷　英雄000103

TEL 0594-72-2615

（有）鼓製材 9,000 －2401有法

建１
三重県いなべ市北勢町皷５１４〒511-0421

渡辺　安弥000107

TEL 0594-22-7500

（有）マルマ工務店 89,000 －2401無法

建１大２と２屋２鋼２塗２防２内２解１
三重県桑名市堤原２６〒511-0072

伊藤　利光000108

TEL 0594-22-3335

日本興業（株） 20,000 －2401有法

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県桑名市大字矢田３９０－１〒511-0821

石森　正樹000110

TEL 0594-22-2223

三光建設（株） 20,000 －2401無法

土２と１管１舗１解１
三重県桑名市梅園通４３〒511-0815

甲斐　周000113

TEL 0567-68-8388

（有）伊藤組 10,000 －2401無法

と１
三重県桑名郡木曽岬町大字小林７３〒498-0805

伊藤　章弌000114

TEL 0594-76-2031

（株）廣田組 36,000 －2401無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
三重県員弁郡東員町大字長深３３９３〒511-0255

廣田　龍彦000118

TEL 0594-31-5171

（株）藤井建設 30,000 －2401無法

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県桑名市大字大仲新田字新井水掛５５５－５〒511-0947

藤井　行雄000120

TEL 0594-76-2105

一色建設（株） 30,000 －2401無法

土２建２と２管１舗２解２
三重県員弁郡東員町南大社５１〒511-0256

一色　利之000121

TEL 0594-48-2385

（株）加藤組 20,000 －2401無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県桑名市多度町香取９１０－１〒511-0102

加藤　久嘉000125

TEL 0594-22-0585

東新電機工業（株） 20,000 －2401有法

電１管１機１通１消１
三重県桑名市末広町１８〒511-0077

黒田　幹司000127

TEL 0594-22-6779

（株）中山水道商会 10,000 －2401無法

土１と１管１舗１
三重県桑名市小貝須１２５〒511-0841

中山　雅博000129

TEL 0594-76-3558

（有）水谷畳店 3,150 －2401無法

内１
三重県員弁郡東員町大字穴太字横長８８７－１〒511-0243

水谷　英樹000136



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

2頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-22-7853

（有）ヒサムラ工建 3,250 －2401無法

建１大１屋１タ１内１
三重県桑名市大字江場１４２９－６〒511-0836

久村　達之000138

TEL 0594-72-2090

（株）伊藤組 20,000 －2401無法

土２と１石１管１鋼１舗１塗１水１
三重県いなべ市北勢町下平２９７－２〒511-0418

伊藤　清光000140

TEL 0594-22-5878

（株）松田建設 20,000 －2401無法

建２
三重県桑名市大字蛎塚新田１０８１〒511-0861

松田　貢000143

TEL 0594-78-0188

岡本水道（株） 10,000 －2401無法

土１と１管１舗１水１
三重県いなべ市大安町大井田２８２４〒511-0274

岡本　弘人000146

TEL 0594-72-2103

（株）川瀬水道土木工事 10,000 －2401有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県いなべ市北勢町阿下喜１０９７－５〒511-0428

川瀬　豊治000154

TEL 0594-45-0900

伊藤鉄工（株） 15,000 －2401有法

建１鋼１
三重県桑名市長島町赤地４５〒511-1131

伊藤　友男000160

TEL 0594-72-2488

（有）片山石材工業 5,000 －2401無法

土１と１石１舗１園１
三重県いなべ市北勢町東貝野９５８〒511-0415

片山　茂樹000161

TEL 0594-23-1331

ユニオン商事（株） 10,000 －2401有法

土１管１機１水１
三重県桑名市大字江場字貝戸５０５〒511-0836

伊藤　正000163

TEL 0594-21-2255

愛和建設（株） 10,000 －2401無法

建１と１
三重県桑名市地蔵１９６－１〒511-0034

伊藤　信雄000164

TEL 0594-74-2240

（株）岩田コントラクション 20,000 －2401無法

土１と１舗１
三重県いなべ市員弁町大泉新田９４１〒511-0217

岩田　英樹000166

TEL 0594-72-3269

（株）堀田組 20,000 －2401無法

土２と２管１舗２解２
三重県いなべ市北勢町南中津原９０９－２〒511-0424

堀田　啓治000168

TEL 0594-46-2192

（株）三輪建設 25,000 －2401無法

土２と２舗２解２
三重県いなべ市藤原町川合１５４０－１〒511-0504

畑中　幹生000169

TEL 0567-68-8307

（株）古村電気工業 10,000 －2401無法

電１
三重県桑名郡木曽岬町大字富田子１４１〒498-0813

古村　剛000170



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-76-2091

日置商産（有） 5,000 －2401有法

土１
三重県員弁郡東員町大字中上１６９２〒511-0254

日置　雄二000178

TEL 0594-42-3633

（株）ナガシマ 95,000 －2401有法

土２と２舗２し２解２
三重県桑名市長島町十日外面１２８－２〒511-1146

伊藤　秀和000181

TEL 0567-68-8238

（有）竹内建設 5,000 －2401無法

建１
三重県桑名郡木曽岬町大字和泉１７〒498-0803

竹内　悟000182

TEL 0594-78-1011

（株）東海組 15,000 －2401無法

土１と１管１舗１
三重県いなべ市大安町石榑北山６５１〒511-0267

伊藤　敏彦000183

TEL 0594-48-2101

塚原建設 －2401無個

建１
三重県桑名市多度町多度１１７８〒511-0106

塚原　賢司000185

TEL 0594-22-0660

山家建設（株） 10,000 －2401有法

土１建１と１
三重県桑名市中央町４－５０〒511-0068

桒原　葉子000189

TEL 0594-31-3981

（有）松岡製材 3,000 －2401有法

建１
三重県桑名市大字志知２４５０－２〒511-0937

松岡　憲和000194

TEL 0594-22-3619

（有）石川鐵工所 3,000 －2401無法

建１鋼１
三重県桑名市大字大福５０９〒511-0834

石川　智英000198

TEL 0594-22-2270

（株）昭栄建設 20,000 －2401無法

土１建１と２管１舗２園２水１
三重県桑名市大字大福１５５〒511-0834

伊藤　嘉能000200

TEL 0594-22-5333

和田建設（有） 8,000 －2401無法

舗１
三重県桑名市大字東方２０６６－１スタープルＷＡＫＯ２Ｄ号〒511-0811

田中　勝雅000202

TEL 0594-46-3109

（株）渡辺建設 20,000 －2401無法

土１と１管１舗１解１
三重県いなべ市藤原町下野尻２７４－１〒511-0513

渡辺　幸夫000207

TEL 0594-22-6576

福田工業（株） 10,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県桑名市大字額田３１２－７〒511-0911

三﨑　愛000211

TEL 0594-48-2520

（株）マルキ松田組 15,000 －2401有法

土１建１大１と１鋼１板１塗１防１内１解１
三重県桑名市多度町大鳥居３７〒511-0116

松田　常弘000212
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TEL 0594-42-0168

金森建設（株） 10,000 －2401有法

土１と１
三重県桑名市長島町西外面１９３０〒511-1143

金森　積000213

TEL 0594-23-2367

（株）伊藤水道建設 25,000 －2401無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２消１解２
三重県桑名市小貝須２１００〒511-0841

伊藤　友章000214

TEL 0594-29-3332

（株）マリカワ工業 5,000 －2401無法

管１
三重県桑名市大字下深谷部８７２－３〒511-0808

鞠川　忠夫000215

TEL 0594-48-3179

（株）定建工業 10,000 －2401無法

土１建１と１管１
三重県桑名市多度町大鳥居３７６〒514-0116

水谷　康樹000219

TEL 0594-48-2240

（株）石川組 20,000 －2401無法

土２と２石２管１舗２水２
三重県桑名市多度町古野１１７３〒511-0122

石川　家康000221

TEL 0594-72-2329

（株）藤井製材 10,000 －2401有法

建１
三重県いなべ市北勢町東村９１－３〒511-0432

藤井　良二000222

TEL 0594-72-2411

（有）山郷製材所 3,000 －2401有法

建１
三重県いなべ市北勢町麻生田１５８２－１２〒511-0427

伊藤　弥津木000224

TEL 0594-21-3841

共和水道（株） 10,000 －2401有法

土１と１管１舗１水１
三重県桑名市大字小貝須４８１〒511-0841

松田　勉000228

TEL 0594-21-1758

（株）伊勢工業 20,000 －2401無法

土１鋼１機１水１
三重県桑名市大字和泉７０１〒511-0838

伊藤　美代子000232

TEL 0594-22-2057

（有）小林材木店 3,000 －2401有法

建１
三重県桑名市大字東方２７７４〒511-0811

小林　浩明000233

TEL 0594-33-3733

（株）ミツワ 20,000 －2401有法

電１管１消１
三重県桑名市森忠１８３４〒511-0943

三輪　信之000235

TEL 0594-22-8620

桑名水道工業（株） 12,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県桑名市大字蓮花寺５３６〒511-0854

三林　泰彦000238

TEL 0594-46-2189

まるはる木材 －2401有個

建１大１
三重県いなべ市藤原町上相場９０５〒511-0502

近藤　己敏000239
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TEL 0594-72-2112

疋田建設（株） 10,000 －2401無法

土１と１管１解１
三重県いなべ市北勢町東村２９６〒511-0432

疋田　耕一000241

TEL 0594-74-2125

（有）丸二商会 5,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県いなべ市員弁町宇野１８５〒511-0206

二之湯　均000244

TEL 0594-48-2262

（株）鈴木組 10,000 －2401無法

土１と１石１舗１
三重県桑名市多度町柚井１６８７－２〒511-0101

鈴木　洋一000245

TEL 0594-22-0859

伊勢土建工業（株） 20,000 －2401無法

土２と２舗２
三重県桑名市相生町７〒511-0016

渡邉　淳000249

TEL 0594-78-0252

（有）二宮製材所 5,000 －2401有法

建１
三重県いなべ市大安町片樋２１７１－２５〒511-0271

二宮　吉見000251

TEL 0594-78-0465

（有）小林組 20,000 －2401無法

土１と１鋼１舗１水１
三重県いなべ市大安町石榑下８１〒511-0276

小林　昭徳000254

TEL 0594-22-0903

（有）三幸産業 3,000 －2401無法

と１舗１
三重県桑名市参宮通り２２〒511-0007

清水　公克000259

TEL 0567-67-0367

（有）加藤組 10,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県桑名郡木曽岬町大字見入３１５〒498-0802

加藤　真毅000261

TEL 0594-42-1086

相原工業所 －2401無個

土１管１水１消１
三重県桑名市長島町千倉５３６－２〒511-1105

相原　和幸000265

TEL 0594-22-2272

（株）三重鉄工所 10,000 －2401無法

建１鋼１
三重県桑名市大字安永７２５〒511-0839

森　治000267

TEL 0594-46-2020

（有）大兵材木店 3,000 －2401有法

建１
三重県いなべ市藤原町大貝戸１５６２〒511-0517

林　正廣000268

TEL 0594-22-5233

寺本工業（株） 20,000 －2401有法

建２解２
三重県桑名市福江町７７〒511-0833

寺本　宗義000272

TEL 0594-72-2003

（株）マルカ 20,000 －2401無法

建２
三重県いなべ市北勢町阿下喜７３１－３〒511-0428

近藤　元和000274
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TEL 0594-77-0402

（有）藤田水道 3,000 －2401無法

土１と１管１
三重県いなべ市大安町南金井８９９〒511-0283

伊藤　克哉000275

TEL 0594-72-3197

（有）十社工業所 6,000 －2401無法

建１
三重県いなべ市北勢町畑毛１０８６－２〒511-0413

藤田　裕之000279

TEL 0594-22-3694

（株）薫田工務店 40,000 －2401有法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
三重県桑名市東方船着町１０６５－５〒511-0811

薫田　靖夫000281

TEL 0594-23-0397

（株）佐々木 10,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県桑名市大字西別所１２００－３４１〒511-0851

佐々木　正000282

TEL 0594-42-0693

金森工業（株） 15,000 －2401有法

土１と１鋼１舗１解１
三重県桑名市長島町西外面５３〒511-1143

金森　廣已000283

TEL 0594-22-0478

（株）宮崎工務店 30,000 －2401有法

建２と２鋼２塗２防２内２解２
三重県桑名市堤原３７〒511-0072

宮崎　博樹000286

TEL 0594-76-2593

伊藤土建（株） 20,000 －2401無法

土１建１と１鋼１舗１塗１防１内１園１
三重県員弁郡東員町大字穴太１８２９－５〒511-0243

伊藤　将史000293

TEL 0594-72-3364

（株）伊丹組 25,000 －2401無法

土２と２石２鋼２舗２水２
三重県いなべ市北勢町奥村８９７－１〒511-0435

伊丹　善文000294

TEL 0594-22-9175

中西建設（株） 15,000 －2401無法

建１
三重県桑名市大字東方２７２５〒511-0811

中西　達哉000296

TEL 0594-46-2400

（株）出口組 20,000 －2401有法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県いなべ市藤原町東禅寺１２６１－３〒511-0515

出口　克也000297

TEL 0594-22-8460

コスモ電設（株） 10,000 －2401無法

通１
三重県桑名市大字東方５１４－２〒511-0811

後藤　隆吉000300

TEL 0594-22-2918

トチオ機器設備（株） 10,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市伊賀町６５－５〒511-0036

橡尾　壮士000301

TEL 0594-22-5392

（有）稲垣工務店 10,000 －2401無法

建１大１屋１タ１内１
三重県桑名市大字小貝須１５８８－５〒511-0841

稲垣　久美子000306



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

7頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-361-6886

（株）小塚装備 10,000 －2402無法

塗１防１
三重県四日市市天カ須賀２－４－１〒510-8001

小塚　俊郎000307

TEL 0594-31-1248

（株）後藤水道 15,000 －2401無法

土１と１管１舗１内１水１消１
三重県桑名市星川９６１－１〒511-0912

後藤　康文000319

TEL 0594-46-2039

（株）岡興産 38,000 －2401有法

土２建２と２管１舗２塗２防２園１水２解２
三重県いなべ市藤原町下野尻８６〒511-0513

岡　巌000320

TEL 0594-74-2244

石川建設（株） 20,000 －2401有法

建２大１と１
三重県いなべ市員弁町大泉新田６２〒511-0217

石川　博章000322

TEL 0594-42-0304

（有）丹羽電工社 3,000 －2401無法

電１
三重県桑名市長島町押付字屋部田９５８－１〒511-1113

丹羽　一幸000335

TEL 0594-22-8859

（有）東海水道 10,000 －2401無法

土１管１舗１水１
三重県桑名市大字東金井１０８５〒511-0921

岡田　拓也000336

TEL 0594-42-0404

ニワ工業（株） 10,000 －2401無法

土１建１と１鋼１解１
三重県桑名市長島町駒江１１９－１〒511-1144

丹羽　哲000348

TEL 0594-46-2409

勢竜電気（株） 10,000 －2401無法

電１
三重県いなべ市藤原町東禅寺１３６１－１〒511-0515

小川　亮樹000354

TEL 0594-22-5422

（有）福幸園 5,000 －2401有法

土１と１石１舗１園１
三重県桑名市大字大貝須１４〒511-0848

栗田　幸郎000361

TEL 0594-74-2582

イズミ建設（株） 10,000 －2401無法

土１建１と１管１
三重県いなべ市員弁町大泉新田３１７－２〒511-0217

多湖　節男000368

TEL 0594-22-9002

山田電気工事（株） 10,000 －2401無法

電１管１消１
三重県桑名市寿町３－１９〒511-0061

山田　修000369

TEL 0594-72-3998

山下建設（株） 10,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県いなべ市北勢町北中津原６０３〒511-0422

山下　義文000375

TEL 0594-72-2412

北勢工業（株） 10,000 －2401有法

土１建１鋼１
三重県いなべ市北勢町垣内３４８－２〒511-0437

出口　文好000377



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-76-3441

（株）辻組 10,000 －2401無法

土１と１鋼１舗１園１水１
三重県員弁郡東員町大字穴太７３６〒511-0243

辻　昭彦000390

TEL 0593-45-1101

中村建設（株） 20,000 －2402有法

建１と１管１鋼１防１内１解１
三重県四日市市小古曽１－１－７〒510-0958

中村　公一000402

TEL 0593-53-3121

曙自動車工業（株） 10,000 －2402有法

と１機１
三重県四日市市曙町９－５〒510-0054

萩原　宏林000403

TEL 059-364-1600

（有）長谷川商店 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市西富田２－４－３１〒510-8023

長谷川　裕之000406

TEL 059-346-4311

（株）三重日立 100,000 －2402有法

電２管２機２通１
三重県四日市市日永東２－２－６〒510-0886

武山　節文000410

TEL 059-393-3321

アトラス建設（株） 35,000 －2402有法

土２建２と１管１舗１園１水１解２
三重県三重郡菰野町大字大強原２１５４〒510-1222

岩田　空展000411

TEL 0593-65-5026

駒田水道（株） 10,000 －2402無法

土１管１水１
三重県三重郡川越町大字南福崎２８５〒510-8124

駒田　一行000414

TEL 059-351-2228

久志本工業（株） 10,000 －2402有法

建１
三重県四日市市北条町４－１２〒510-0098

久志本　秀二000416

TEL 0593-52-8613

（株）小林工務店 10,000 －2402無法

土１建１
三重県四日市市中川原３－６－１０〒510-0833

小林　孝司000430

TEL 059-326-1562

中村木材（株） 30,000 －2402有法

土１建１解１
三重県四日市市桜町５６６９－１〒512-1211

中村　隆宏000433

TEL 0593-46-1002

日野建設（株） 20,000 －2402無法

土１建１と１舗１塗１防１内１水１
三重県四日市市日永東３－１２－２７〒510-0886

杉本　暢克000448

TEL 059-345-3151

藤原工業（株） 90,000 －2402無法

土２管２水２消１
三重県四日市市塩浜本町３－４５〒510-0854

藤原　和彦000451

TEL 059-347-1213

廣田建設（株） 10,000 －2402無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１板１塗１防１内１園１具１水１解１
三重県四日市市宮東町１－２〒510-0843

石川　敏彦000453



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
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TEL 059-321-5827

眞弓木工所 －2402有個

具１
三重県四日市市西日野町１９４－２〒510-0943

眞弓　雅之000456

TEL 059-393-3332

小林建設（株） 30,000 －2402有法

土２と２管１舗２
三重県三重郡菰野町大字菰野５４８８〒510-1233

小林　浩司000457

TEL 0593-65-2785

伊藤建築 －2402無個

建１
三重県四日市市松原町１７－１０〒510-8015

伊藤　銀勇000463

TEL 059-334-7185

東報電産（株） 10,000 －2402有法

電１通１消１
三重県四日市市小杉町３２９－５〒512-0902

安達　耕平000466

TEL 059-346-5688

（有）坂下組 10,000 －2402無法

土１建１と１
三重県四日市市河原田町３５９－１〒510-0874

円谷　隆介000468

TEL 059-346-1749

塩浜建設（株） 10,000 －2402無法

土１建１と１管１鋼１舗１園１水１解１
三重県四日市市高旭町８－１〒510-0857

伊藤　孝司000470

TEL 0593-21-2050

（株）種瀬組 10,000 －2402有法

土１と１
三重県四日市市貝家町１７２０〒510-0956

種瀬　正康000478

TEL 0594-24-0801

暁舗装（株） 10,000 －2401無法

土１舗１
三重県桑名市大字東金井１３５５－１〒511-0921

山家　敏000481

TEL 059-393-3263

（有）山下設備工業 3,000 －2402無法

土１管１
三重県三重郡菰野町大強原２８９４－３〒510-1222

山下　英司000482

TEL 0593-52-4808

増田電気工事（株） 10,000 －2402有法

電１機１
三重県四日市市新正３－７－３６〒510-0064

増田　均000491

TEL 0593-65-5692

（有）古市建築 3,000 －2402無法

建１大１
三重県四日市市大矢知町１１７９－２〒510-8034

古市　昭宏000492

TEL 0593-65-2171

松岡建設（株） 60,000 －2402有法

土２建２と２鋼２舗２し２防２水２
三重県三重郡川越町大字亀崎新田５１－１〒510-8114

松岡　伸年000495

TEL 0593-53-0471

タナカテクノサービス（株） 10,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市大井手３－１５－２〒510-0835

土岐　隆司000499
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TEL 059-331-6050

（株）服部土建 30,000 －2402無法

土２と２舗２解２
三重県四日市市小杉新町７２〒512-0903

服部　浩000500

TEL 0593-45-4147

（有）太田商会 3,000 －2402有法

消１
三重県四日市市泊町５－８〒510-0884

太田　一成000501

TEL 0593-45-4101

（株）須崎工務店 20,000 －2402有法

土２建２大２と２舗２塗２防２内２水２
三重県四日市市日永２－２－７〒510-0885

須崎　隆000502

TEL 0593-54-0003

（株）イトペック 16,000 －2402有法

土１と１機１
三重県四日市市稲葉町３－１７〒510-0041

伊藤　誓英000505

TEL 059-364-2131

菊池重機建設（株） 20,000 －2402無法

土２と２石２管１舗２し２園１水２解２
三重県三重郡川越町大字亀崎新田５２番地１２〒510-8114

菊池　五郎000509

TEL 0593-39-0818

（有）服部組 35,000 －2402無法

土２建１と２管１舗１園１
三重県四日市市小牧町９４２－１〒512-1303

服部　輝男000510

TEL 059-348-1105

（株）アイコー 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市日永東３－１６－３２〒510-0886

加藤　輝男000512

TEL 059-345-3588

藤田土木工業（株） 10,000 －2402無法

土１大１と１石１筋１舗１
三重県四日市市馳出町１－４７〒510-0855

藤田　敏朗000518

TEL 0593-94-2222

（株）鍋忠建材 16,000 －2402有法

土１と１
三重県三重郡菰野町大字吉澤１４３９－１〒510-1226

矢田　吉昭000522

TEL 0593-91-1214

（株）西森組 10,000 －2402無法

土１と１管１機１
三重県三重郡菰野町大字福村８７８－１８〒510-1234

森　厚000524

TEL 0593-45-4023

（有）吉川鉄工所 5,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市大字塩浜３０１９〒510-0863

吉川　鉄志000529

TEL 059-345-1381

塩浜運送（株） 20,000 －2402有法

土２と２舗２解２
三重県四日市市大字塩浜５９７〒510-0863

小川　喜美子000530

TEL 059-363-7676

明和設備工業（株） 20,000 －2402有法

土２と２石２管２舗２塗２水２
三重県四日市市山分町４６９－１〒512-8041

山下　直之000537
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TEL 059-352-6111

矢野防災設備（株） 10,000 －2402有法

消１
三重県四日市市西浦２－１－１〒510-0071

矢野　正剛000538

TEL 0593-46-4323

山根興業（株） 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市海山道町１－７８〒510-0845

山根　英二000544

TEL 059-345-3836

（有）森田建設 3,000 －2402有法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市大治田３－２－３８〒510-0875

森田　剛一000545

TEL 059-332-2313

朝日ガスエナジー（株） 145,000 －2402有法

土１建１電２管２園１
三重県四日市市西坂部町４７８９－２〒512-0913

森　祥和000546

TEL 0593-51-6262

（有）岸本工芸社 10,000 －2402無法

建１塗１防１
三重県四日市市昌栄町１４－９〒510-0057

岸本　忠美000549

TEL 059-366-1600

（株）三和電工 26,000 －2402有法

土１電２機１通１
三重県四日市市大矢知町３１９９－１〒510-8034

川北　文彦000567

TEL 0593-64-4311

養三興業（株） 22,500 －2402無法

土２建１と２石１管１鋼１舗２し２園１水２解１
三重県三重郡川越町大字南福崎３１１－４〒510-8124

駒田　久人000572

TEL 0593-52-8287

大重建設 －2402無個

土１建１
三重県四日市市赤堀１－１－１６〒510-0826

後藤　光子000580

TEL 059-331-0616

タケシ建設（株） 10,000 －2402無法

土１建１
三重県四日市市別名３－６－１０〒510-0007

久志本　稔000584

TEL 0593-45-2723

山和建設（株） 12,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市日永５－１１－１２〒510-0885

山口　和良000586

TEL 0593-45-0900

（有）四日市建築木工所 3,000 －2402無法

大１
三重県四日市市泊町２－３２〒510-0884

巽　淳000590

TEL 0593-21-1617

サントイ（株） 10,000 －2402有法

建１タ１機１
三重県四日市市川島町４６２９－１１〒512-0934

藤井　伴明000593

TEL 0593-45-2082

（株）斉藤 7,400 －2402有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市宮東町３－５６〒510-0843

齋藤　和弘000595
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TEL 0593-31-4073

森寺工機（株） 10,000 －2402有法

建１管１機１
三重県四日市市富士町１－１４７〒510-0013

森寺　浩一000600

TEL 0593-37-0780

（株）フォレスト・オオモリ 10,000 －2402有法

建１
三重県四日市市札場町４０６〒512-8056

岩田　雅之000601

TEL 0593-45-0506

匠工務店 －2402無個

土１と１舗１園１
三重県四日市市小古曽１－８－１１〒510-0958

森川　兼一000604

TEL 0593-54-1805

（有）伊藤硝子工事 5,000 －2402無法

ガ１
三重県四日市市浜町４－１８〒510-0046

伊藤　達彦000606

TEL 0593-31-3030

（株）八武組 20,000 －2402無法

土１建２大２と１
三重県四日市市野田１－２－４４〒510-0815

服部　昌也000607

TEL 0593-31-3256

萬古窯業（株） 15,000 －2402有法

屋１
三重県四日市市滝川町７－３４〒510-0034

加藤　長000612

TEL 0593-52-2188

（有）井上建設 5,000 －2402無法

建１大１内１
三重県四日市市元新町４－６〒510-0095

井上　政高000617

TEL 059-351-1088

（株）藤村海事工業所 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市千歳町１－３〒510-0051

藤村　洋平000618

TEL 0593-64-0378

（株）大豊興業 10,000 －2402有法

土１建１と１内１園１
三重県四日市市富田浜元町４－１２〒510-8007

伊藤　慶三000619

TEL 059-331-2565

大佐建築 －2402無個

建１と１
三重県四日市市生桑町１１４－８〒512-0911

伊藤　孝彦000624

TEL 059-396-2482

朝明鉱業（株） 30,000 －2402有法

土１建１と１管１鋼１舗１塗１水１
三重県三重郡菰野町大字榊９３０〒510-1325

内田　優子000626

TEL 059-397-3255

（有）谷善組 5,500 －2402有法

と１機１
三重県四日市市楠町小倉４５４〒510-0101

谷　雅弘000640

TEL 0593-97-2139

（有）結野組 5,000 －2402無法

土１建１大１と１管１
三重県四日市市楠町南五味塚９５４〒510-0104

結野　芳則000645



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
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知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-321-8234

川村建築 －2402無個

建１
三重県四日市市東日野町４６１〒510-0942

川村　正仁000646

TEL 059-331-3843

（有）浜口建築 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市新浜町１１－１６〒510-0024

浜口　辰次000656

TEL 059-346-4044

（株）ヤマザキ 10,000 －2402有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１具１水１解１
三重県四日市市日永東３－８－１９〒510-0886

山崎　福生000658

TEL 059-331-3215

（株）岩田産業 10,000 －2402有法

土１大１と１管１機１解１
三重県四日市市小杉町１７０４〒512-0902

新井　勇000659

TEL 0593-52-8845

村田組 －2402無個

建１
三重県四日市市西浦２－８－１９〒510-0071

村田　光一000666

TEL 0593-31-1516

丸茂岡田建設（株） 10,000 －2402無法

建１
三重県四日市市大宮町２－１７〒510-0003

岡田　満000676

TEL 0593-93-1023

（株）平野鉄筋工業 10,000 －2402無法

筋１
三重県三重郡菰野町大字神森４０５〒510-1231

平野　毅000677

TEL 059-345-0011

（有）大徳組 50,000 －2402有法

土１と１舗１園１解１
三重県四日市市采女町２９５０－１〒510-0954

東川　敏000686

TEL 059-352-9433

（有）宝井工業所 3,000 －2402無法

屋１板１
三重県四日市市中川原３－８－９〒510-0833

宝井　友章000698

TEL 059-351-5511

新興建設（株） 30,000 －2402有法

土１建１と１舗１解１
三重県四日市市大井手１－５－３０〒510-0835

金丸　茂夫000699

TEL 0593-52-8866

（株）辻電機 19,000 －2402有法

電１通１消１
三重県四日市市蔵町７－３〒510-0045

坂口　文一000700

TEL 0593-46-0705

新陽工業（株） 55,000 －2402無法

土２建１と２管１鋼２舗２し２水２解２
三重県四日市市大字塩浜４１０１－５〒510-0863

新井　政智000711

TEL 059-365-7667

（株）鈴木組 10,000 －2402無法

建１内１
三重県四日市市大字羽津甲２６６７〒510-0012

鈴木　由規000719



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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TEL 0593-38-1011

（株）太田組 10,000 －2402無法

建１と１
三重県四日市市中村町１７２５〒512-8044

太田　孝史000721

TEL 059-331-5687

（有）渡辺建設 20,000 －2402無法

土１建１と１舗１塗１防１内１解１
三重県四日市市大宮西町４－７〒510-0004

渡邊　英幸000740

TEL 059-364-9126

（株）穂積建設 35,000 －2402無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県四日市市川北１－１３－５〒510-8031

川村　靖000741

TEL 059-346-5533

（株）トーカイ 20,000 －2402無法

電１管１鋼１機１消１
三重県四日市市大井の川町３－２８〒510-0846

森　由起子000752

TEL 0593-21-0663

（有）堀建設 8,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市北小松町２３〒510-0955

堀　修000756

TEL 0593-65-2956

（有）四日市北部造園 3,000 －2402有法

園１
三重県四日市市大字茂福３５２〒510-8027

荒木　光子000761

TEL 0593-31-2511

竹嶋電気工事店 －2402無個

電１
三重県四日市市大字西阿倉川１１９３〒510-0812

竹嶋　庸夫000764

TEL 0593-45-0790

清水建築 －2402無個

建１
三重県四日市市大字塩浜６０３－１〒510-0854

清水　弘000791

TEL 0593-45-2361

（株）河北組 30,000 －2402無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県四日市市大字塩浜２６０５〒510-0863

河北　宗喜000801

TEL 0593-94-2078

（株）丸鉄組 48,600 －2402無法

土２と２舗２
三重県三重郡菰野町大字潤田４０６－５〒510-1253

伊藤　哲義000805

TEL 0593-96-0266

（株）大橋 30,000 －2402有法

土１と１石１管１舗１水１
三重県三重郡菰野町大字田光３８８－１〒510-1324

大橋　勇人000807

TEL 059-397-3416

杉野電気工業（株） 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市楠町南五味塚１３０４－１〒510-0104

杉野　裕司000818

TEL 0593-65-8238

末広建設（株） 10,000 －2402無法

土１舗１
三重県四日市市松寺３－１－８〒510-8021

横田　廣純000823
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TEL 0593-26-0519

大森建設（株） 10,000 －2402無法

土１建１と１舗１
三重県四日市市高角町７１〒512-0923

大森　和義000824

TEL 059-393-2695

小林さく泉 －2402無個

井１
三重県三重郡菰野町大字菰野７０２５〒510-1233

小林　高明000835

TEL 0593-39-1598

（有）天春鐵工所 10,000 －2402無法

建１鋼１
三重県四日市市中野町７２７〒512-1304

天春　光彦000837

TEL 059-331-8668

森崎建設（株） 27,400 －2402無法

土２建１と２管１舗２塗２水２
三重県四日市市東新町４－１７〒510-0025

森崎　誠二000845

TEL 0593-65-2375

名泗架線工事（株） 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市大字茂福２９５〒510-8027

中村　英明000846

TEL 0593-21-3837

親栄工業（株） 10,000 －2402無法

管１
三重県四日市市笹川９－１１－１８〒510-0944

宮島　昭彦000863

TEL 059-331-3168

恭和工業（株） 36,000 －2402有法

土１建１大１と１石１屋１電１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県四日市市高浜町９－７〒510-0026

伊藤　貴俊000865

TEL 059-354-2800

（株）東和工業所 10,000 －2402無法

管１鋼１機１消１
三重県四日市市末広町１８－５〒510-0052

寺村　祐一000867

TEL 0593-47-0888

東海建設（株） 10,000 －2402無法

建１
三重県四日市市日永５－７－１９〒510-0885

菅野　秀明000869

TEL 059-383-7566

（有）金井工業所 3,000 －2403無法

土１と１石１管１鋼１舗１水１
三重県鈴鹿市肥田町４５２〒513-0819

金井　一男000875

TEL 0593-53-2779

（有）佐々木板金工業所 10,000 －2402無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県四日市市曙町３－７〒510-0054

佐々木　憲一郎000876

TEL 0593-51-1311

森甚建材（株） 10,000 －2402無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
三重県四日市市北浜田町９－６〒510-0062

森　弘尚000880

TEL 059-345-4761

（株）上田新工業 25,000 －2402無法

管１鋼１機２通１水１
三重県四日市市河原田町１６２０－１〒510-0874

上田　重幸000884
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TEL 0593-93-2339

（有）加藤水道鈑金工事店 3,000 －2402無法

土１管１板１水１
三重県三重郡菰野町大字菰野１１５２－８〒510-1233

加藤　栄一000885

TEL 0593-21-0664

河建興業（株） 25,000 －2402有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗１水２解２
三重県四日市市南小松町１２１３〒510-0971

河北　直樹000886

TEL 0593-65-6341

井高鉄工（株） 10,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市黄金町２５〒512-8062

井高　利一000891

TEL 059-333-0080

三重電設（株） 20,000 －2402無法

電２管１機１通１消１
三重県四日市市生桑町３４７－４〒512-0911

齋藤　賢司000898

TEL 0593-31-1238

伊勢建設（株） 55,000 －2402有法

土１建１と１
三重県四日市市午起３－１－７〒510-0023

伊藤　生賢000900

TEL 059-393-2425

（株）池田舗道 20,000 －2402無法

土２と２鋼２舗２水１
三重県三重郡菰野町大字菰野１２５８〒510-1233

池田　浩也000901

TEL 0593-32-5111

木下建設（株） 40,000 －2402有法

土１建２大２と１石１屋２タ２鋼２舗１し１内２水１解１
三重県四日市市生桑町３２８〒512-0911

木下　誠一000904

TEL 059-345-3171

信藤建設（株） 30,000 －2402無法

土２建２と２管２舗２園２水２解２
三重県四日市市川合町２〒510-0853

伊藤　秀樹000909

TEL 0593-91-0200

（株）佐野テック 30,000 －2402有法

建２鋼２
三重県三重郡菰野町大字千草５０５１－９〒510-1251

佐野　貴代000914

TEL 0593-99-3003

（株）藤工務店 10,000 －2402無法

土１建１と１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大字竹成１０３８－２〒510-1312

藤田　かずよ000925

TEL 0593-31-4426

進光電気（株） 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市大字東阿倉川２４３－１〒510-0805

粂内　隆000927

TEL 059-353-6661

大宗建設（株） 100,000 －2402無法

土２建２
三重県四日市市相生町１－１〒510-0044

佐野　行廣000928

TEL 0593-45-3030

（株）杉本組 48,000 －2402有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県四日市市石原町１〒510-0842

杉本　智哉000929



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

17頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0593-53-1030

（有）瓦長商店 3,000 －2402無法

屋１
三重県四日市市北浜田町７－９〒510-0062

伊藤　雅長000932

TEL 059-394-2881

（株）院南組 25,000 －2402有法

土２建２と２管２鋼２舗２塗２防２園２水２解２
三重県三重郡菰野町大字潤田８３５－９〒510-1253

院南　督000933

TEL 059-333-0279

植村建築 －2402無個

建１
三重県四日市市小杉町８３９－１〒512-0902

植村　武000935

TEL 059-396-0035

辻木材（株） 20,000 －2402有法

建２大２左２と２石２屋２タ２筋２板２ガ２塗２防２内２具２
三重県三重郡菰野町大字田光３２３７〒510-1324

辻　伴壽000941

TEL 0593-97-3211

三鈴工機（株） 95,166 －2402有法

機１
三重県四日市市楠町北五味塚５３０〒510-0103

打田　卓也000943

TEL 059-365-0091

（有）ヤママス 10,000 －2402有法

土１管１水１
三重県四日市市富田１－３－９〒510-8014

橋本　佳明000947

TEL 0593-53-5431

（株）三泗 10,000 －2402有法

管１絶１
三重県四日市市昌栄町１－１５〒510-0057

村木　史明000948

TEL 059-346-7722

（株）ツカサ 10,000 －2402無法

土１管１水１消１
三重県四日市市日永５－１２－１７〒510-0885

舘　正秀000950

TEL 0593-96-0758

（株）岩田組 10,000 －2402無法

土１建１と１管１園１水１
三重県三重郡菰野町大字永井４８－１〒510-1311

岩田　栄伸000951

TEL 059-351-2626

（株）三重機器 9,000 －2402無法

と１管１鋼１機１
三重県四日市市南起町５－１９〒510-0056

池内　征生000956

TEL 0593-31-8391

（有）山勝建材 3,000 －2402無法

屋１
三重県四日市市京町４－１２〒510-0032

服部　浩明000958

TEL 0593-77-2103

（株）丸恒建設 20,000 －2402無法

土２と２管１舗２園１
三重県三重郡朝日町大字柿２４４６－５６〒510-8103

矢野　恒典000962

TEL 0593-45-1351

伊藤管機工業（株） 20,000 －2402有法

土２電１管２鋼２塗１機１水２
三重県四日市市海山道町３－９２８－１〒510-0845

西澤　久子000966
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TEL 059-332-3458

加藤建設（株） 10,000 －2402無法

土１建１と１舗１塗１解１
三重県四日市市三ツ谷町１３－１６〒510-0802

加藤　勝功000976

TEL 0593-31-0672

登建築 －2402無個

建１
三重県四日市市大宮西町１９－９〒510-0004

登　利一000978

TEL 0593-31-6079

日置板金工作所 －2402無個

屋１板１
三重県四日市市滝川町１２－１７〒510-0034

日置　正治000981

TEL 059-331-7825

（有）川口工務店 3,000 －2402無法

建１大１
三重県四日市市富士町４－２３〒510-0013

川口　茂000983

TEL 0593-45-3817

（株）堤組 27,000 －2402無法

土１建２と２舗１塗１防１
三重県四日市市日永東３－９－１９〒510-0886

堤　基博000987

TEL 059-351-2505

伊藤工業（株） 30,000 －2402有法

土２と２石２管１鋼２舗２園１水２解２
三重県四日市市朝日町１１－８〒510-0061

伊藤　吉孝000988

TEL 0593-65-8637

（株）長谷川工務店 10,000 －2402無法

建１
三重県四日市市千代田町８８９〒512-8065

長谷川　正廣000991

TEL 0593-26-1663

坂田鉄工所 －2402無個

鋼１
三重県四日市市智積町６６３〒512-1212

坂田　信男000999

TEL 059-346-6311

三四興業（株） 30,000 －2402有法

土１と１舗１
三重県四日市市大治田３－６－２７〒510-0875

名倉　茂001003

TEL 0593-45-0936

（株）第一工務店 20,400 －2402無法

土２建２と１屋１鋼１舗１板１防１内１解１
三重県四日市市柳町７６〒510-0861

伊藤　正俊001007

TEL 0593-46-2515

大東電気（株） 50,000 －2402有法

電２通１消１
三重県四日市市海山道町１－１５８２－５〒510-0845

伊東　克浩001014

TEL 0593-38-3773

（有）太田工務店 20,000 －2402無法

土１舗１
三重県四日市市中村町１７０６〒512-8044

太田　覚001017

TEL 059-364-1136

（株）全英 10,000 －2402有法

管１塗１機１
三重県三重郡川越町大字亀崎新田５０－６〒510-8114

木村　輝秀001025
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TEL 059-345-2339

親和電機工業（株） 20,000 －2402有法

電２管１機２
三重県四日市市馳出町３－２９〒510-0855

服部　正己001029

TEL 0593-33-5111

（株）藤川工務店 20,000 －2402無法

土１建１大１管１舗１
三重県四日市市白須賀２－４－３２〒510-0018

藤川　征士001032

TEL 0593-45-0531

太田建材（株） 10,000 －2402有法

屋１タ１板１防１内１
三重県四日市市追分１－８－１６〒510-0882

渡邊　理001034

TEL 059-345-0174

釡屋（株） 20,000 －2402有法

建２と１屋１鋼２板１
三重県四日市市小古曽東２－１－７〒510-0951

山本　佳孝001035

TEL 059-351-8511

カニエ装飾 －2402無個

内１
三重県四日市市北浜町７－４〒510-0091

蟹江　通雄001049

TEL 0593-46-2550

高千穂工業（有） 3,000 －2402無法

通１
三重県四日市市大池町５－１〒510-0866

﨑元　正憲001052

TEL 0593-32-5966

（株）メック 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市尾平町１７７９－５〒512-0921

村山　実001054

TEL 0593-77-2150

（有）大惣 5,000 －2402無法

建１
三重県三重郡朝日町大字柿２２４３－２〒510-8103

金森　隆介001055

TEL 0593-64-7000

第一建設（株） 10,000 －2402無法

土１建１と１管１鋼１舗１塗１水１
三重県三重郡川越町大字南福崎９０〒510-8124

松岡　雅人001056

TEL 059-351-0888

今井硝子（株） 10,000 －2402無法

ガ１具１
三重県四日市市久保田２－９－２１〒510-0821

今井　隆資001057

TEL 059-365-2131

三重石商事（株） 30,000 －2402有法

電２管２塗１防１
三重県四日市市白須賀３－６－８〒510-0018

髙篠　和弘001061

TEL 0593-65-6158

（株）日興工務店 10,000 －2402無法

土１建１
三重県四日市市南富田町４－３６〒510-8013

水谷　泰文001065

TEL 0593-46-4534

東川建設（有） 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市釆女町１８１５－１〒510-0954

東川　稔001075
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TEL 059-385-1220

（株）井上鉄筋工業所 20,000 －2403無法

筋１
三重県鈴鹿市北長太町８８－３〒513-0049

井上　賀永001078

TEL 0593-93-2517

（株）内田工業所 10,000 －2402無法

土１建１鋼１
三重県三重郡菰野町大字諏訪１９０６〒510-1223

内田　猛001084

TEL 0593-52-5677

メルシステム（株） 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市鵜の森２－８ー５〒510-0074

橋田　昌明001086

TEL 0593-37-0163

野呂工務店 －2402無個

建１
三重県四日市市山城町１２３５〒512-8048

野呂　貴弘001089

TEL 0593-46-1100

（株）赤塚塗装店 10,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市日永５－１－２４〒510-0885

赤塚　新001091

TEL 059-345-3039

林電気工事（株） 20,000 －2402有法

電２管１機１通２消１
三重県四日市市塩浜本町３－３３〒510-0854

林　繁行001092

TEL 059-345-3677

（有）安城組 5,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市海山道町３－５６〒510-0845

安城　昌浩001095

TEL 059-351-0444

（株）サカエ工機 10,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市諏訪町３－１５〒510-0085

山下　幹生001096

TEL 059-331-2910

中村土木（株） 10,000 －2402無法

土１と１石１舗１
三重県四日市市午起１－４－２６〒510-0023

中村　至宏001097

TEL 0593-63-1188

早川設備工業（株） 10,000 －2402無法

土１と１管１舗１水１消１
三重県四日市市松寺２－４－３１〒510-8021

早川　彰001099

TEL 059-397-3488

日進建設（株） 50,000 －2402無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市楠町北五味塚２０６０－７９〒510-0103

南中　成昭001105

TEL 059-353-7726

三重藤吉工業（株） 24,000 －2402有法

土２と２管１機１水２
三重県四日市市西浜田町３－３〒510-0073

加藤　靖始001107

TEL 0593-77-3221

（株）東海起業 20,000 －2402無法

土２と２鋼２舗２塗２水２解２
三重県三重郡朝日町埋縄１２５１－３６〒510-8104

水谷　泰治001110
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TEL 059-345-6321

泗水電機（株） 50,000 －2402有法

電２管２機１通１消１
三重県四日市市小古曽東２－９－４０〒510-0951

牧田　富雄001112

TEL 059-346-1800

（株）辻工務店 10,000 －2402無法

土１建１
三重県四日市市河原田町２２５８－１〒510-0874

辻　敏001116

TEL 0593-46-1212

仁池建設工業（株） 10,000 －2402無法

土１建１大１屋１舗１内１水１
三重県四日市市海山道町１－１４５２－１〒510-0845

佃　威佐男001131

TEL 0593-45-0459

（有）小川建窓 5,000 －2402無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県四日市市中里町２１－５〒510-0864

小川　武士001132

TEL 0593-26-5217

興伸電気（株） 10,000 －2402無法

電１管１消１
三重県四日市市智積町４９－５〒512-1212

山城　眞佐巳001137

TEL 059-396-0059

諸岡建設（株） 20,000 －2402有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県三重郡菰野町大字田光２４１－３〒510-1324

諸岡　剛001144

TEL 059-331-2593

藤谷造園（株） 10,000 －2402無法

土１園１
三重県四日市市生桑町７１８〒512-0911

藤谷　重則001153

TEL 0593-46-2613

（有）薩摩工業 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市前田町２７－１１〒510-0893

山口　憲一001164

TEL 0593-53-3281

東洋電機（株） 48,000 －2402有法

電２管１機１通１
三重県四日市市浜田町１３－１６〒510-0067

竹内　稔001165

TEL 059-365-6612

（有）伊藤鉄筋工業所 3,000 －2402無法

筋１
三重県四日市市広永町９６〒512-8061

伊藤　正章001166

TEL 059-345-5489

（有）東川機械土木 5,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市采女町２９５０－３〒510-0954

東川　昌彦001170

TEL 059-365-6002

（有）小川鉄工所 3,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市蒔田４－１－１７〒510-8022

小川　恒雄001176

TEL 059-364-1717

（株）東洋設備 10,000 －2402無法

土１管１舗１水１消１
三重県四日市市富田２－１７－６〒510-8014

城田　真彦001188
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TEL 059-351-6692

（株）イシン 10,000 －2402無法

電１通１
三重県四日市市大井手３－６－３〒510-0835

瀬古　恭裕001195

TEL 059-331-2317

野﨑建築 －2402無個

建１
三重県四日市市西阿倉川１５３６〒510-0812

野﨑　克也001198

TEL 059-336-5550

大重建築 －2402無個

建１
三重県四日市市楠町南五味塚１５７０〒510-0104

竹野　典秀001212

TEL 0593-31-5636

（株）山本邦組 20,000 －2402無法

土１建２と１舗１
三重県四日市市大宮町１２－３１〒510-0003

山本　訓宏001216

TEL 059-345-4019

友興設備（株） 10,000 －2402無法

電１機１
三重県四日市市大字塩浜４３７〒510-0863

芝　栄一001217

TEL 0593-21-5151

（株）ヤマナカ製作所 10,000 －2402無法

建１鋼１
三重県四日市市西日野町５０１４－１〒510-0943

山中　博之001225

TEL 0593-45-2269

中里建設（株） 10,000 －2402有法

土１と１
三重県四日市市中里町２１－１〒510-0864

須藤　敏弘001226

TEL 059-351-5151

（有）丸八組 9,000 －2402有法

電１通１
三重県四日市市ときわ５－３－２５〒510-0834

伊藤　憲001238

TEL 059-323-1911

日興機設工業（株） 10,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市高花平１－１－１１３〒510-0945

武馬　信行001243

TEL 059-346-1988

幸和産業（株） 40,000 －2402有法

土１と１鋼１舗１塗１
三重県四日市市日永西５－７－２２〒510-0891

和田　巧001245

TEL 059-331-9555

山本工業（株） 10,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市午起２－４－３４〒510-0023

山本　義雄001252

TEL 059-326-3275

（有）香雅造園 3,000 －2402有法

土１園１
三重県四日市市桜台１－４６－１〒512-1214

竹内　俊和001255

TEL 059-345-2345

大和宏業（株） 10,000 －2402有法

土１建１鋼１解１
三重県四日市市大字六呂見７６０－１〒510-0881

歸山　朋也001260
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TEL 0593-26-1577

（株）四日市ダクト 10,000 －2402無法

と１管１
三重県四日市市赤水町３－１〒512-1204

渡辺　和子001262

TEL 059-394-0221

三重綜合住宅（株） 10,000 －2402有法

土１建１と１管１舗１
三重県三重郡菰野町大字潤田４３７－１〒510-1253

伊藤　清文001264

TEL 0593-93-2050

（有）諸岡製材 3,000 －2402有法

建１
三重県三重郡菰野町大字菰野１１７０－３〒510-1233

諸岡　昱藏001267

TEL 059-345-1052

（有）儀賀鉄工所 3,000 －2402有法

管１鋼１
三重県四日市市馳出町２－３０〒510-0855

儀賀　正樹001296

TEL 0595-96-2024

（有）山内組 20,000 －2403無法

土１と１
三重県亀山市関町沓掛５７５－１〒519-1102

山内　正道001305

TEL 059-378-0377

（株）近藤工務店 30,000 －2403無法

土１建１と１管１舗１塗１園１解１
三重県鈴鹿市算所３－９－５０〒513-0806

近藤　勝彦001311

TEL 05958-2-0630

（有）山内建設 20,000 －2403無法

土２と２管１舗２解２
三重県亀山市山下町４００〒519-0147

山内　章央001312

TEL 059-378-3700

（有）谷川工房 5,000 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市中富田町３８０〒513-0009

谷川　卓矢001317

TEL 059-385-0561

（有）東山電気工業所 3,000 －2403無法

通１
三重県鈴鹿市若松西５－３１－５〒510-0222

東山　竜二001318

TEL 059-382-7788

（有）ウエスギ総建 30,000 －2403無法

土１と１管１舗１
三重県鈴鹿市十宮町８０２〒513-0038

上杉　竜一001321

TEL 05958-2-1808

島内建設（株） 20,000 －2403無法

土２建１と２管１舗１園１解２
三重県亀山市天神４－１１－１０〒519-0142

阪井　裕文001323

TEL 05958-5-0255

（有）浦野建設 10,000 －2403無法

土１と１鋼１舗１水１
三重県亀山市太森町１３５７〒519-0215

川原　直之001324

TEL 059-386-0089

（有）谷工務店 5,000 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市白子駅前２７－６〒510-0241

谷　典道001327
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TEL 059-371-0101

（株）山田製材 3,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市西庄内町４２２５〒519-0271

山田　秀徳001328

TEL 05958-2-6461

（有）保田ガラス店 3,000 －2403有法

ガ１具１
三重県亀山市下庄町字西山３３３５－８〒519-0133

保田　浩紀001329

TEL 059-385-1011

（株）山本工務店 10,000 －2403無法

土１と１
三重県鈴鹿市若松北３－９－３４〒510-0223

山本　光男001332

TEL 059-382-0373

扇立電気（株） 20,000 －2403有法

電２
三重県鈴鹿市神戸１－１６－１５〒513-0801

中西　尚001333

TEL 0595-82-1732

森口工務店 －2403無個

建１
三重県亀山市山下町４８〒519-0147

森口　光典001334

TEL 05958-2-1200

（株）今岡産業 10,000 －2403有法

土１と１舗１
三重県亀山市和田町１－１〒519-0102

今岡　計001336

TEL 059-382-0294

（有）川井電気商会 8,000 －2403無法

電１通１
三重県鈴鹿市矢橋町４６２〒513-0035

川井　直人001337

TEL 059-387-5841

大和総合設備（株） 10,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市稲生塩屋１－１５－１２〒510-0207

樋口　左千夫001338

TEL 059-374-4128

中造園 －2403有個

土１と１石１舗１園１水１
三重県鈴鹿市石薬師町２４５７－２２０〒513-0012

近藤　清也001343

TEL 059-371-0532

（株）佐和組 25,000 －2403無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県鈴鹿市東庄内町４３３８－１０〒519-0272

田中　尚登001354

TEL 059-382-2165

（株）古川組 20,000 －2403無法

土２と１管１舗２園１水１
三重県鈴鹿市須賀３－１３－３６〒513-0034

古川　正美001356

TEL 059-382-1270

（有）浜村工務店 20,000 －2403無法

土２建２大１と２管１舗２塗２防１内１園１水２解２
三重県鈴鹿市南玉垣町６５１３－１〒513-0816

浜村　弘司001358

TEL 05958-2-1733

（株）服部工務店 10,000 －2403無法

建１大１屋１タ１内１
三重県亀山市江ケ室１－３－９〒519-0121

服部　昌弘001371
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TEL 059-385-0780

（有）山中工業 5,000 －2403無法

土１と１
三重県鈴鹿市若松東３－２５－３〒510-0225

山中　利昭001372

TEL 059-374-3188

（有）浜本鈑金工業所 3,000 －2403無法

屋１板１
三重県鈴鹿市岸田町１５４９－２４〒513-1121

濵本　靖001373

TEL 059-386-0550

（株）美谷土建 20,000 －2403有法

土１と１舗１解１
三重県鈴鹿市北江島町４－３３〒510-0232

美谷　哲樹001375

TEL 0595-82-2000

（株）中根組 20,000 －2403無法

土１建１
三重県亀山市天神３－１－７〒519-0142

中根　秀俊001377

TEL 059-378-1753

（株）杉之内工務店 20,000 －2403無法

土２建２大１と１管１鋼１筋１舗１内１解１
三重県鈴鹿市道伯２－４－１〒513-0823

藤本　正一郎001379

TEL 059-378-0135

森建工業（株） 40,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市住吉３－６－２１〒513-0826

森　秋夫001382

TEL 059-386-1196

西口建工（株） 20,000 －2403有法

土２建２と２管１舗２し２塗２防２解２
三重県鈴鹿市岸岡町３３７１〒510-0226

林　健一郎001383

TEL 059-371-0200

ハヤカワ製材 －2403有個

建１大１
三重県鈴鹿市西庄内町３１２７－１〒519-0271

早川　弘001390

TEL 059-385-5050

（株）西城組 20,000 －2403無法

土２と２管１舗２し１解２
三重県鈴鹿市若松西２－１３－１２〒510-0222

田端　泰夫001391

TEL 059-382-3337

（株）鈴鹿水道 20,000 －2403無法

土１と１管１舗１水１
三重県鈴鹿市野辺２－６－１６〒513-0024

原田　和郎001392

TEL 05958-2-2369

（株）川崎塗装店 10,000 －2403無法

塗１
三重県亀山市亀田町３８０－２５〒519-0163

川﨑　真也001394

TEL 059-383-2772

イケダアクト（株） 20,000 －2403無法

土２建２と２管２舗２園２解２
三重県鈴鹿市池田町櫛引１１４０〒513-0032

田中　久司001399

TEL 059-382-2258

（株）荻野建設 20,000 －2403無法

土２建２大２左１と２石２屋２管１タ２鋼２筋１舗２し２塗２内２園１水２解２
三重県鈴鹿市柳町８４２－１〒513-0811

荻野　政之001404
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TEL 059-385-0141

吉田建設（株） 20,000 －2403有法

土１建２大１と１鋼１舗１内１
三重県鈴鹿市長太栄町５－６－１６〒513-0043

吉田　昌司001405

TEL 059-386-0308

（株）長谷川建装 20,000 －2403無法

土１建１内１
三重県鈴鹿市江島本町３１－３９〒510-0234

長谷川　照義001408

TEL 059-378-7511

伊藤造園建設（株） 20,000 －2403無法

土１建２と１鋼１舗１塗１防１園２
三重県鈴鹿市平野町石丸７７３６－１〒513-0835

伊藤　義一001410

TEL 059-386-0456

（株）新美工務店 20,000 －2403有法

土２建１と１管１舗１園２解２
三重県鈴鹿市白子３－１－２１〒510-0243

新美　平和001412

TEL 059-378-2315

村主建設 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市国府町２２００－９５〒513-0836

村主　勝幸001418

TEL 059-386-0455

（株）若山建設 10,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市寺家町１４２０－１〒510-0253

若山　和貴001421

TEL 059-378-0438

（有）小林塗装商会 3,000 －2403有法

塗１防１
三重県鈴鹿市大池２－２５－１〒513-0827

小林　則孝001422

TEL 059-382-0645

（株）佐野組 30,000 －2403無法

土２建１と２管１舗２し２園１水２解２
三重県鈴鹿市神戸７－１１－２〒513-0801

佐野　耕一001429

TEL 059-378-1773

（株）大野工務店 20,000 －2403有法

土１建２と１石１鋼２舗１内２水１
三重県鈴鹿市算所３－１５－１０〒513-0806

大野　太平001430

TEL 059-385-0381

（株）浜口リビック 60,000 －2403無法

土２建２大２と２管１筋２舗２ガ２塗２防２内２園１具２解２
三重県鈴鹿市下箕田１－４－８〒513-0052

濵口　精一郎001433

TEL 05958-5-0304

（有）川戸建設 20,000 －2403無法

土２と２舗２解２
三重県亀山市辺法寺町８０９－１〒519-0221

川戸　貴博001434

TEL 059-378-3294

（有）成治水道 3,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市平田２－５－７〒513-0844

鈴木　緑001439

TEL 059-329-7230

（株）三扇 50,000 －2402無法

電２管２通１
三重県四日市市笹川３－１２７〒510-0944

光本　正001440
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TEL 059-385-1023

ミエ設備工業（株） 20,000 －2403無法

土２と１石１管１舗２水１
三重県鈴鹿市池田町１１０５－２〒513-0032

中村　正之001441

TEL 05958-2-2051

（有）丸昌組 20,000 －2403無法

土２建１と１鋼１舗１園１水１解２
三重県亀山市川合町８８〒519-0103

伊藤　幸仁001444

TEL 059-386-6208

大新工業（株） 10,000 －2403無法

建１大１内１
三重県鈴鹿市稲生西２－４－１０〒510-0204

磯部　弘生001452

TEL 05958-2-0684

（有）笠井電気工業所 8,000 －2403無法

電１
三重県亀山市山下町３４〒519-0147

奥村　準001457

TEL 05958-2-0836

（株）草川製作所 20,000 －2403無法

建１鋼１
三重県亀山市三寺町７６５〒519-0135

草川　隆彦001459

TEL 059-378-0741

末松建築事務所 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市道伯町２２１９〒513-0824

末松　一彦001465

TEL 05959-8-0028

（有）藤島組 8,000 －2403無法

土１と１
三重県亀山市加太板屋４７０２〒519-1129

仮谷　正弘001467

TEL 05959-6-0002

（有）大森電気工業所 4,000 －2403無法

電１
三重県亀山市関町会下１３０２〒519-1106

大森　文男001468

TEL 05958-5-0310

（株）佐野組 20,000 －2403無法

土２と２管２鋼２舗２園２水２解２
三重県亀山市小川町２３７５〒519-0161

佐野　壽一001469

TEL 059-378-5162

イシバシ工業（株） 50,000 －2403有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県鈴鹿市住吉５－４－１６〒513-0826

石橋　彰001474

TEL 059-232-7058

（株）東海美松園 20,000 －2404有法

土１と１石１舗１園２
三重県津市あのつ台４－２－５〒514-0131

久保田　健兒001475

TEL 059-383-1824

（株）光電気工業所 3,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市桜島町４－２－１３〒513-0817

田中　竜平001476

TEL 059-372-0151

中尾建設（株） 30,000 －2403有法

土２建２と２管１鋼２舗２塗２園１解２
三重県鈴鹿市三宅町１６９４－１〒510-0265

中尾　達也001480
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TEL 059-378-2320

（有）鈴木石設 3,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市算所２－３－２２〒513-0806

鈴木　克郎001481

TEL 059-374-1091

近畿電設工業（株） 30,000 －2403無法

電２
三重県鈴鹿市木田町２５５１－１〒513-0015

廣田　隆001486

TEL 059-386-2147

（株）ヒグチ工業 10,000 －2403無法

土１管１消１
三重県鈴鹿市稲生塩屋２－１３－１８〒510-0207

樋口　政司001487

TEL 059-378-5480

藤田建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市住吉３－２６－５〒513-0826

藤田　充001490

TEL 059-371-3031

（株）谷口鐵工所 10,000 －2403無法

建１鋼１
三重県鈴鹿市伊船町字中芝１７８８－１〒519-0323

谷口　英靖001494

TEL 059-253-7468

（有）辻本組 3,000 －2404無法

大１と１
三重県津市大里睦合町２６１７〒514-0126

辻本　竜也001497

TEL 05958-5-0201

（有）本城建設 25,000 －2403無法

土２と２石２管１鋼２舗２水２解２
三重県亀山市辺法寺町２２８－４〒519-0221

本城　富雄001499

TEL 059-383-5016

須賀鉄工（株） 10,000 －2403無法

建１屋１タ１鋼１内１
三重県鈴鹿市須賀町１５１５－１〒513-0033

松林　正樹001502

TEL 059-386-0686

（株）谷口さく泉工業 10,000 －2403無法

土１管１機１井１
三重県鈴鹿市岸岡町２８３２〒510-0226

谷口　俊彦001508

TEL 059-378-3052

（株）南条製作所 10,000 －2403有法

建１鋼１筋１
三重県鈴鹿市広瀬町８７７〒513-0001

南条　實001519

TEL 059-374-0105

（有）清和園 5,000 －2403有法

土１と１園１
三重県鈴鹿市石薬師町２４５７－２４５〒513-0012

河村　勝久001522

TEL 059-382-1265

（株）カンセイ 10,000 －2403有法

土１と１管１舗１し１
三重県鈴鹿市北玉垣町５８－１〒513-0813

大谷　航平001538

TEL 059-386-4083

（有）磯部組 20,000 －2403無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２機１水２解２
三重県鈴鹿市稲生３－４－１３〒510-0205

磯部　淳也001540
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TEL 059-385-0155

（有）井原業務店 3,000 －2403無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県鈴鹿市若松中２－１９－２９〒510-0224

井原　明範001552

TEL 059-382-6697

（株）日舘建設 20,000 －2403無法

土２と２鋼２舗２塗２
三重県鈴鹿市西条５－７〒513-0809

舘　利江子001560

TEL 059-382-5212

末松工業（株） 10,000 －2403有法

鋼１
三重県鈴鹿市南玉垣町６２９９〒513-0816

末松　義章001561

TEL 059-371-0484

市川ロテック（株） 20,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市東庄内町８４２〒519-0272

市川　源也001563

TEL 059-383-0725

宮古島（株） 40,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市末広西２－７〒513-0852

浅田　早樹001565

TEL 059-374-1465

佐野建鉄（株） 10,000 －2403無法

建１鋼１
三重県鈴鹿市下大久保町２０８５－２〒513-1123

佐野　吉一001566

TEL 059-386-0737

（株）みのや 5,000 －2403有法

土１建１と１管１
三重県鈴鹿市北江島町１９－８〒510-0232

白木　正志001571

TEL 059-378-0050

（株）ホープ電工 10,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市平野町７７２１－４〒513-0835

五十嵐　弘信001572

TEL 05958-5-0956

白川建設（株） 20,000 －2403有法

土２建２左２と２石２屋２管１鋼２舗２板２塗２防２内２水２解２
三重県亀山市田村町１９９５－３１〒519-0213

服部　清001577

TEL 05958-2-3161

（有）国分鉄工 3,000 －2403有法

鋼１
三重県亀山市中庄町６９８－２〒519-0134

国分　比砂子001581

TEL 059-371-1151

（株）奥村産業 20,000 －2403無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県鈴鹿市椿一宮町１６１２〒519-0312

長野　真也001584

TEL 05958-5-1500

（有）末崎水道 8,000 －2403無法

土１と１管１舗１水１解１
三重県亀山市能褒野町２４５－２〒519-0212

三谷　直記001588

TEL 059-371-0295

（有）森田電機工事 3,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市長澤町２０２０－３〒519-0314

森田　浩明001594
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TEL 059-382-6133

（株）飯田建設 50,000 －2403有法

土２建２大２と２石２屋２鋼２舗２し２塗２内２水２
三重県鈴鹿市飯野寺家町２９６－１〒513-0802

木原　敏彦001595

TEL 059-371-1105

（株）大久保建設 32,000 －2403無法

土２と２管２鋼２舗２水２解１
三重県鈴鹿市大久保町１８２３〒519-0311

三浦　隆巨001597

TEL 059-378-3840

向陽電設工業（株） 10,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市住吉１－３４－２２〒513-0826

明田　一士001603

TEL 059-378-0318

（有）鈴鹿カーテン 5,500 －2403有法

内１
三重県鈴鹿市算所２－３－３〒513-0806

大塚　正信001607

TEL 059-382-1296

中村瓦店（株） 5,000 －2403無法

建１大１左１と１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県鈴鹿市東玉垣町１３２０－３〒513-0814

中村　雅博001615

TEL 059-374-4711

（株）久間田工業所 20,000 －2403無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
三重県鈴鹿市石薬師町２４５６－７３〒513-0012

田中　啓文001626

TEL 059-379-2243

和泉工業（株） 10,000 －2403有法

建１鋼１
三重県鈴鹿市和泉町７８９〒513-0006

紀太　秀人001628

TEL 059-378-0709

北伊勢窯業（株） 30,000 －2403無法

と１屋１
三重県鈴鹿市広瀬町９０７－１〒513-0001

森川　宏紀001632

TEL 05958-2-7766

服部美建（株） 40,000 －2403有法

建２内２
三重県亀山市布気町７９０－１２〒519-0166

服部　創一001637

TEL 059-378-4107

渡辺建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市中冨田町３８〒513-0009

渡邉　計三001638

TEL 059-382-2237

（有）鈴鹿重量機設 4,500 －2403無法

機１
三重県鈴鹿市上箕田２－３－２７〒513-0056

杉本　正001639

TEL 059-385-0479

（株）矢田工務店 30,995 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市南堀江１－１４－１０〒513-0046

矢田　勝己001640

TEL 059-374-2177

ヤマダ鉄工（株） 10,000 －2403無法

土１建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県鈴鹿市上田町２１３３－２〒513-0018

山田　真史001641
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TEL 059-387-6089

三愛建設（株） 20,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県鈴鹿市桜島町２－１５－８〒513-0817

北澤　嗣夫001645

TEL 059-383-4154

（株）森井板金工業 20,000 －2403無法

屋１板１
三重県鈴鹿市三日市南３－２－３６〒513-0804

稲垣　康亘001647

TEL 0598-56-9006

三通建設工事（株） 35,150 －2406無法

電１通１
三重県松阪市小野江町６４４－６〒515-2109

下村　卓史001656

TEL 059-232-3147

（株）金谷組 15,000 －2404無法

土１と１管１舗１園１
三重県津市栗真町屋町１２３３〒514-0102

金谷　明001658

TEL 059-234-3346

諏訪畳工業（株） 10,000 －2404無法

内１
三重県津市高茶屋小森町５４０〒514-0817

諏訪　昭001663

TEL 059-228-2970

松田畳工業（有） 5,000 －2404有法

内１
三重県津市北丸之内７４〒514-0031

松田　貞司001672

TEL 059-234-3775

ローヤル工業（株） 100,000 －2404有法

内１
三重県津市高茶屋７－４－１〒514-0819

野垣内　寛001681

TEL 059-228-3056

（株）松村塗装店 5,000 －2404無法

塗１
三重県津市新立町津４４〒514-0024

松村　利治001682

TEL 059-228-6320

澤伊建設 －2404無個

土１建１と１屋１舗１
三重県津市藤方２２５６－１〒514-0815

伊藤　玄機001692

TEL 059-234-2622

（株）菊谷電気商会 10,000 －2404無法

電１
三重県津市城山１－２－３〒514-0818

牛場　章雄001701

TEL 059-268-2717

安濃建設（株） 55,000 －2404無法

土２建２大２左２と２石２屋２電２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
三重県津市安濃町草生４３２６－１〒514-2328

宇陀　清隆001705

TEL 059-226-4128

足尾造園土木（株） 20,000 －2404有法

土１舗１園１
三重県津市長岡町６１０〒514-0064

足尾　春生001706

TEL 059-227-7471

渡辺硝子（株） 10,000 －2404無法

ガ１具１
三重県津市上弁財町１３－２４〒514-0806

渡邊　健治001707
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TEL 059-228-5674

（有）髙畑板金工業 3,000 －2404無法

屋１板１
三重県津市半田５６７－６〒514-0823

髙畑　茂生001712

TEL 059-226-9567

小寺塗装店 －2404無個

塗１
三重県津市海岸町７－１０〒514-0013

小寺　徹也001715

TEL 059-245-1523

河芸建設（株） 20,000 －2404有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２塗２水２解２
三重県津市河芸町上野１９５２〒510-0304

後藤　則夫001720

TEL 059-226-3615

（有）大和工芸 20,000 －2404無法

内１
三重県津市大門２１－１０〒514-0027

浅岡　昇三001730

TEL 059-232-5111

杉谷建設（株） 20,000 －2404有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２
三重県津市一身田中野７７８〒514-0112

杉谷　彰俊001745

TEL 059-225-7117

（株）アイケーディ 50,000 －2404有法

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
三重県津市広明町１１２－５〒514-0006

池田　和司001748

TEL 059-232-3511

（株）川口組 11,000 －2404無法

土１建１と１舗１内１水１解１
三重県津市一身田上津部田２０３２－２〒514-0061

川口　伸介001750

TEL 059-227-4727

柳（有） 5,000 －2404無法

左１と１タ１
三重県津市船頭町津興３４８７〒514-0801

柳　一幸001755

TEL 059-245-0260

中川工務店 －2404無個

土１建１
三重県津市河芸町上野１７９〒510-0304

中川　健001759

TEL 059-225-2510

（株）奥伝工業 30,000 －2404無法

建１屋１板１
三重県津市幸町９－１６〒514-0835

奥山　隆司001772

TEL 059-232-5030

（有）間柄工業 3,000 －2404無法

と１
三重県津市白塚町２４４０〒514-0101

間柄　康司001783

TEL 059-237-0676

ジーテック（有） 3,000 －2404有法

土１と１舗１
三重県津市殿村１６２７〒514-0073

倉田　利和001787

TEL 059-267-0808

中部産業（株） 20,000 －2404有法

土２建２と２石１屋１鋼２舗１塗１防２内１園１解２
三重県津市安濃町安濃２０１９－１２〒514-2302

寺家　直史001793
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TEL 059-265-2411

（株）萩原建設 20,000 －2404無法

土１と１管１舗１園１水１
三重県津市芸濃町楠原１３５－１〒514-2201

萩原　民夫001795

TEL 059-245-1196

（有）後藤組 8,000 －2404無法

土１と１管１舗１園１水１
三重県津市河芸町上野１９６６〒510-0304

後藤　照男001800

TEL 059-226-2388

（株）中部浄化槽工業 10,000 －2404無法

土１管１
三重県津市垂水真ケ坪４３５－１〒514-0821

鼻熊　千利001802

TEL 059-234-2121

中勢林業（株） 30,000 －2404有法

建１大１
三重県津市雲出本郷町１７６６〒514-0304

福島　重幸001817

TEL 059-234-7521

吉村工業（株） 20,000 －2404有法

土２建２と２屋２管２鋼２舗２板２塗２防２内２機１園１具２水２消１解２
三重県津市雲出長常町１３４９－６〒514-0303

吉村　哲夫001820

TEL 059-268-3000

大和建設（株） 30,000 －2404無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県津市安濃町草生４４１２〒514-2328

宇陀　敦001836

TEL 059-228-4497

（株）南山建設 20,354 －2404有法

土２と２管１舗２し２解２
三重県津市垂水２５７９－６〒514-0821

南山　忠德001842

TEL 059-232-5115

三重電業（株） 21,000 －2404無法

電２管１通１消１
三重県津市あのつ台４－７－７〒514-0131

楠　幸治001843

TEL 059-226-2000

（有）津板金奥山工業所 3,000 －2404無法

屋１板１
三重県津市新東町塔世１６８〒514-0026

堀内　謙一郎001852

TEL 059-226-4562

（株）中山工務店 10,000 －2404無法

土１建１
三重県津市丸之内１２－３〒514-0033

中山　公伸001853

TEL 059-226-9507

田山建設（株） 10,000 －2404無法

土１建１大１と１石１屋１タ１舗１内１水１
三重県津市渋見町６９１－４〒514-0063

田山　正二001855

TEL 059-228-5656

（有）青木電業 5,000 －2404無法

電１管１
三重県津市丸之内１１－４〒514-0033

市川　通子001857

TEL 059-245-3885

（株）丹羽組 10,000 －2404無法

土１と１鋼１舗１し１塗１水１
三重県津市河芸町上野字曽角１４１８〒510-0304

丹羽　克昌001862
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TEL 059-228-3224

（株）西出 10,000 －2404有法

土１と１石１電１鋼１舗１塗１内１水１解１
三重県津市東丸之内１９－２８〒514-0028

西出　誠001865

TEL 059-272-4507

草川塗装（株） 40,000 －2404無法

塗１
三重県津市安濃町清水１１２－２４〒514-2305

桂山　正001867

TEL 059-269-5111

（株）ロッシュ 40,000 －2404有法

土２建２と２管１鋼２舗２し２水２解２
三重県津市芸濃町椋本４２９９〒514-2211

櫻井　洋001869

TEL 059-227-1291

三重水熱工業（株） 20,000 －2404無法

土１建１と１管２舗１消１
三重県津市上浜町２－２２３〒514-0008

有川　勝俊001872

TEL 059-226-8200

別所工業（株） 20,000 －2404無法

土１建１と１舗１
三重県津市幸町２９－３〒514-0835

別所　義章001873

TEL 059-265-2355

（有）丸藤建設 5,000 －2404有法

土１建１と１管１舗１園１水１解１
三重県津市芸濃町椋本５０２２－４〒514-2211

増地　藤之001874

TEL 059-265-4048

（有）前川組 35,000 －2404無法

土２建１と２石２管２舗２通１園１水２解２
三重県津市芸濃町椋本５１１０〒514-2211

中瀬　泰郎001878

TEL 059-232-2711

（有）奥山組 5,000 －2404有法

土１と１石１舗１解１
三重県津市栗真町屋町５６７〒514-0102

奥山　貢001888

TEL 059-227-5237

鍛冶清水道（株） 10,000 －2404無法

土１管１舗１水１
三重県津市垂水２６１２－１２１〒514-0821

田中　斎001889

TEL 059-228-6935

太洋冷暖房設備（株） 25,000 －2404無法

管１
三重県津市修成町２－７〒514-0837

赤尾　雄一郎001895

TEL 0596-55-5500

大森鉄筋工業（有） 3,000 －2406有法

筋１
三重県多気郡明和町大字山大淀５３２－１〒515-0303

大森　信也001897

TEL 059-227-6101

東海土建（株） 100,000 －2404有法

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２舗２板２ガ２塗２防２内２園２具２水２解２
三重県津市西丸之内２－１５〒514-0035

橋本　正治001898

TEL 059-224-5188

（株）津建材 10,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市幸町６－６〒514-0835

奥山　隆司001899
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TEL 059-228-3563

（有）羽木正工務店 3,000 －2404無法

建１
三重県津市万町津１３０〒514-0021

羽木　憲一001901

TEL 059-226-6432

（株）岸田建設 36,400 －2404無法

土１建１と１屋１舗１防１内１具１解１
三重県津市新東町３９〒514-0026

山本　純郎001902

TEL 059-229-2500

（株）アメニティホーム 10,000 －2404有法

建１
三重県津市栄町１－８９４－１〒514-0004

駒田　哲也001915

TEL 059-227-0141

（株）瀧澤 30,000 －2404有法

建１と１屋１タ１塗１防１絶１具１
三重県津市栄町１－８４０〒514-0004

瀧澤　明子001920

TEL 059-226-1818

（株）別所建設 20,000 －2404有法

土２建２
三重県津市西古河町１０－１６〒514-0038

別所　重行001921

TEL 059-253-1335

マツカワ工業（株） 10,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県津市半田２８１８〒514-0823

松川　智郎001932

TEL 059-227-5528

澤田建設（株） 20,000 －2404無法

建１大１左１と１屋１タ１鋼１筋１板１塗１防１内１絶１解１
三重県津市桜田町８－８〒514-0047

澤田　勝志001933

TEL 090-3386-6709

（有）丸新建設 20,000 －2404無法

土２と２舗２園２解２
三重県津市中河原２０４５〒514-0018

岸田　充功001934

TEL 059-234-2713

昌栄組屋根工事（有） 3,000 －2404無法

屋１
三重県津市雲出本郷町１８０１〒514-0304

横山　基幸001935

TEL 059-234-3301

旭建材（株） 12,000 －2404有法

建１タ１内１
三重県津市高茶屋小森上野町２７９３－８〒514-0816

田中　真義001943

TEL 059-226-3827

（株）岩田組 20,000 －2404有法

土２建２大２と２屋２管１タ２鋼２舗２し２塗２内２園１水２解２
三重県津市丸之内１５－１０〒514-0033

岩田　直哉001946

TEL 059-230-0864

嶋田鉄工 －2404無個

鋼１
三重県津市大里睦合町５４７－１〒514-0126

嶋田　賢一001950

TEL 059-234-4101

ミヤコ産業（株） 10,000 －2404無法

土１と１
三重県津市雲出本郷町字長田２９６－１〒514-0304

中川　龍之001952
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TEL 059-222-5081

三重県ビル工業（株） 10,000 －2404無法

建１大１屋１タ１塗１防１内１
三重県津市桜橋１－３２３－２〒514-0003

小川　栄作001954

TEL 059-226-3609

中部建設工業（株） 30,000 －2404無法

土１管１舗１水１消１
三重県津市北丸之内２０４〒514-0031

原田　佳幸001973

TEL 059-225-3231

波多野建設（株） 10,000 －2404無法

建１
三重県津市本町２８－１１〒514-0831

波多野　捷一001987

TEL 059-230-2593

テクノトーシン（株） 20,000 －2404有法

土１と１舗１塗１
三重県津市大里睦合町２５９３－１〒514-0126

三浦　紳太郎001990

TEL 059-245-2666

（有）尾崎建築 5,000 －2404無法

土１大１と１
三重県津市河芸町上野３３４－６０〒510-0304

尾崎　和夫002004

TEL 059-226-3308

前橋建設（株） 10,000 －2404有法

土１と１石１舗１水１
三重県津市安東町２０１６〒514-0058

前橋　政之002025

TEL 059-226-2261

（株）辻工務店 20,000 －2404有法

建２と２内２解２
三重県津市大門２８－１３〒514-0027

吉田　安寿002029

TEL 059-387-1480

上野通信建設（株） 46,000 －2403無法

電１通１
三重県鈴鹿市磯山１－２３７－１〒510-0256

上野　保002031

TEL 059-228-7038

中村造園（有） 30,000 －2404有法

土１と１鋼１舗１園１水１
三重県津市半田３９３〒514-0823

中村　文一002034

TEL 059-273-5025

（有）豊建設 3,000 －2404無法

建１大１
三重県津市片田井戸町２７９〒514-0082

野田　武信002037

TEL 059-227-0429

（有）エイアール防水 5,000 －2404無法

防１
三重県津市一身田上津部田１３８１－２１〒514-0061

増本　浩樹002039

TEL 059-253-5260

田中土木（株） 40,000 －2404有法

土２建２と２舗２園２解２
三重県津市安濃町妙法寺３２７－１〒514-2314

田中　広二002043

TEL 059-225-3681

（株）坂口タイル工業 10,000 －2404無法

タ１
三重県津市柳山津興６３７〒514-0803

坂口　佳孝002044
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TEL 059-268-2537

萩原建設 －2404無個

建１
三重県津市安濃町清水９５－３〒514-2305

小宮　聖子002045

TEL 059-226-1545

（有）松林工業 21,000 －2404有法

土１建１
三重県津市垂水１９６７〒514-0821

松林　秀典002050

TEL 059-237-0439

（株）山口塗装 10,000 －2404無法

土１塗１防１
三重県津市殿村１３０８－４〒514-0073

山口　武宏002055

TEL 059-228-4997

坂倉塗装店 －2404無個

塗１
三重県津市桜橋３－２０〒514-0003

坂倉　邦昭002066

TEL 059-279-2692

芦田土木 －2404無個

土１と１管１舗１水１
三重県津市美里町北長野５５２－３〒514-2112

芦田　純次002068

TEL 059-268-2937

（有）大森組 20,000 －2404無法

土２と２管１舗２解２
三重県津市安濃町妙法寺９７８〒514-2314

大森　浩二002069

TEL 05958-2-6181

日本協同建設（株） 16,000 －2403無法

電１通１
三重県亀山市阿野田町１０３６－３〒519-0137

竹本　敏夫002070

TEL 059-268-2216

中部企業（株） 20,000 －2404有法

土１電１管１鋼１機２水１清１
三重県津市安濃町草生１９２〒514-2328

大西　輝002076

TEL 059-223-3841

中央産商（株） 75,000 －2404有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１園１具１
三重県津市南中央２－１８〒514-0832

野々垣　陽002081

TEL 0598-32-8800

中央土木（株） 51,000 －2406有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県松阪市飯南町粥見２３１８－３〒515-1411

角谷　勝利002086

TEL 059-226-0665

坂倉水道（株） 20,000 －2404無法

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県津市中河原４６７－３〒514-0018

坂倉　和彦002087

TEL 059-227-3268

（株）日建エンジニアリングサービス 50,000 －2404有法

建１と１塗１防１
三重県津市大倉１９－１〒514-0834

福島　幸一002088

TEL 059-245-0132

（株）神田組 10,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市河芸町一色２２８〒510-0306

神田　卓哉002090
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TEL 059-245-2602

（有）宮崎組 5,000 －2404無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１解１
三重県津市河芸町北黒田７４３－１〒510-0317

宮崎　智之002091

TEL 059-228-0055

宮脇工務店 －2404無個

建１
三重県津市相生町８４〒514-0017

宮脇　裕司002093

TEL 059-226-6627

赤塚建設（株） 10,000 －2404有法

建１
三重県津市乙部７７５－１〒514-0016

赤塚　高仁002102

TEL 059-232-0555

三重農林建設（株） 32,000 －2404無法

土２建２と２舗２解２
三重県津市一身田中野２７５－１〒514-0112

伊達　清信002104

TEL 059-234-3141

野田硝子（株） 10,000 －2404無法

ガ１具１
三重県津市高茶屋小森上野町字小森川１０９６－４〒514-0816

野田　卓司002108

TEL 059-225-1644

（株）西村工作所 10,000 －2404無法

建１と１鋼１塗１
三重県津市大里窪田町１４７３－１〒514-0125

山中　洋002113

TEL 059-227-0983

（株）山幸建設 20,000 －2404無法

土１建２大２左２と１石１屋２管１タ２鋼１筋２舗１し１板２ガ２防２内２絶２具２水１解２
三重県津市河辺町２６９１〒514-0065

山本　幸生002115

TEL 059-228-9716

（有）安藤建設 5,000 －2404無法

建１
三重県津市藤方２４８６〒514-0815

安藤　芳彦002116

TEL 059-237-0070

岡副建設 －2404無個

土１建１大１と１石１鋼１舗１水１
三重県津市片田井戸町２－４〒514-0082

岡副　嘉彰002124

TEL 059-234-3737

（株）テクト 10,000 －2404有法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
三重県津市高茶屋小森上野町１３０６ー１７〒514-0816

小柴　吉生002128

TEL 059-234-2101

村木建材工業（株） 10,000 －2404無法

具１
三重県津市高茶屋小森字大新田２８３３〒514-0816

村木　丈浩002132

TEL 059-234-4422

三重シンリョー設備（株） 20,000 －2404無法

土２管２鋼２舗２水２消１
三重県津市雲出本郷町１８０５－２５〒514-0304

別所　孝晃002135

TEL 059-226-6416

（株）小林住宅 10,000 －2404無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県津市丸之内養正町３－２５〒514-0036

小林　久祥002139
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TEL 059-234-4720

三重ダクト工業（株） 10,000 －2404無法

管１板１
三重県津市雲出本郷町１８０５－７〒514-0304

西口　茂002140

TEL 059-235-0515

（株）ウェイテクノス 5,000 －2404有法

電１
三重県津市雲出本郷町１５１６－３〒514-0304

和田　善哉002143

TEL 059-232-4055

（株）井谷工務店 10,000 －2404無法

建１大１
三重県津市江戸橋１－９５〒514-0001

井谷　一匡002144

TEL 059-375-0330

中山水熱工業（株） 15,000 －2403無法

管１機１
三重県鈴鹿市平野町７６８６－１０〒513-0835

中山　慎司002145

TEL 059-276-0024

（有）中川組 20,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県津市美杉町下之川２３３９〒515-3203

中川　保002169

TEL 059-275-0014

（株）磯田土建 20,000 －2404有法

土２と２石２管１鋼２舗２塗２園２水２解２
三重県津市美杉町丹生俣１３５８－１〒515-3313

磯田　泰之002171

TEL 059-255-2734

（有）大作建設 5,000 －2404無法

建１
三重県津市戸木町２１４１〒514-1138

石田　建作002177

TEL 059-262-2411

（株）西川組 45,000 －2404無法

土２建１と２鋼２舗２園１水２
三重県津市白山町川口７３４２〒515-2603

西川　毅002179

TEL 059-255-8523

平岡建築 －2404無個

建１
三重県津市庄田町５２２－２〒514-1255

平岡　久則002180

TEL 059-256-3737

（株）藤谷建設 30,000 －2404有法

土２建１と２管２舗２塗２園１水２解２
三重県津市庄田町５８３－１〒514-1255

藤谷　文彦002184

TEL 0598-42-2201

前田電気工事（株） 10,000 －2406無法

電１通１
三重県松阪市嬉野須賀町６１８〒515-2322

前田　重雄002185

TEL 059-272-1177

勢和建設（株） 30,000 －2404有法

土２と２石２管２舗２水２解２
三重県津市美杉町八知２９９２－１〒515-3421

関山　正博002186

TEL 059-255-2117

（有）野呂鐡工所 3,150 －2404無法

建１鋼１
三重県津市久居本町１４８０〒514-1135

野呂　成吾002199
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TEL 059-256-9111

ツルタ工業（株） 12,000 －2404無法

建１大１左１と１石１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１内１
三重県津市森町５００８－５〒514-1254

靏田　裕久002200

TEL 0598-42-1044

（株）クロミヤ鉄建 10,000 －2406無法

土１建１と１管１鋼１筋１舗１水１
三重県松阪市嬉野堀之内町３４－３〒515-2353

黒宮　安裕002204

TEL 059-292-3518

横山組（有） 6,500 －2404有法

土１建１と１
三重県津市香良洲町５１１０〒514-0311

横山　吉男002209

TEL 0598-42-2224

斎藤建設（株） 10,000 －2406有法

建１
三重県松阪市嬉野町１４６５〒515-2324

斎藤　弘郎002214

TEL 059-274-0215

（株）藤久建設 20,000 －2404有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
三重県津市美杉町奥津１６１－１〒515-3531

藤田　義久002215

TEL 059-256-2211

（株）小西組 10,000 －2404無法

建１
三重県津市久居西鷹跡町５８３－２〒514-1131

小西　啓之002221

TEL 0598-42-5072

（有）伊藤工務店 20,000 －2406無法

土２建２と２管１舗２塗２防１園１水２解２
三重県松阪市嬉野津屋城町８９５〒515-2332

伊藤　明良002222

TEL 059-262-3128

竹原建設（株） 20,000 －2404無法

土１と１
三重県津市美杉町竹原８４１－１〒515-3201

藤田　比佐子002238

TEL 0598-42-2266

（株）松本組 45,000 －2406無法

土２建１と２管１鋼２舗２園１水２解１
三重県松阪市嬉野町１４４５－２〒515-2324

松本　くみ子002242

TEL 059-262-3154

（有）大村建設 20,000 －2404有法

土２建１と２石１管１舗２し２園２水２解２
三重県津市美杉町竹原４０６番地〒515-3201

大村　昌代002246

TEL 059-293-0069

（株）林組 45,000 －2404有法

土２建１と２管２鋼２舗２塗２園２水２解２
三重県津市一志町小山６３８－１〒515-2514

林　長泰002249

TEL 0598-43-2417

（有）下﨑建設 3,000 －2406無法

土１と１舗１
三重県松阪市嬉野宮野町１３２－５〒515-2408

下﨑　準002253

TEL 059-262-3655

（有）小林組 25,000 －2404有法

土２と１管１舗１水１解２
三重県津市白山町川口５０７４－５〒515-2603

小林　司002255
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TEL 059-262-3211

向川建設（株） 20,000 －2404有法

土１建１と１石１管１舗１水１
三重県津市美杉町竹原３９９〒515-3201

向川　幸哉002257

TEL 059-262-0235

（有）中村建設 3,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市白山町二本木２７６〒515-2602

中村　敏彦002264

TEL 059-256-1155

田辺設備（株） 30,000 －2404有法

土１建１管２舗１水１
三重県津市久居井戸山町８１７〒514-1114

田辺　和弘002266

TEL 059-256-1515

織田建設（株） 43,000 －2404無法

建１と１
三重県津市牧町４５９－１〒514-1123

織田　剛002268

TEL 059-255-2975

（有）丸三建設 20,000 －2404無法

土２と２舗２水２解２
三重県津市久居北口町５４８－３〒514-1105

池田　徳太郎002269

TEL 059-294-7203

（有）永井組 3,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１水１
三重県津市一志町波瀬１８３３〒515-2522

永井　高志002272

TEL 0598-42-1628

坂口鉄工所 －2406無個

鋼１
三重県松阪市嬉野小村町５６６－２〒515-2315

坂口　博信002275

TEL 059-255-2415

（株）イノモ塗装 10,000 －2404無法

塗１
三重県津市久居烏木町３７５－１〒514-1109

永井　健介002280

TEL 059-255-2982

（有）谷口建設 20,000 －2404無法

建２
三重県津市久居北口町５０６－１〒514-1105

谷口　久志002283

TEL 0598-56-3811

（株）広島鉄工 10,000 －2406有法

管１鋼１
三重県松阪市小野江町７３３－１〒515-2109

廣島　征立002284

TEL 0598-42-2034

（有）中井電気 3,000 －2406無法

電１
三重県松阪市嬉野黒野町１８０５－２〒515-2334

中井　伸昭002286

TEL 059-275-0047

（株）前田組 30,000 －2404有法

土２建１と１石１舗１水１
三重県津市美杉町下多気８２６〒515-3311

前田　鉄也002287

TEL 059-255-3636

伊勢温泉観光（株） 10,000 －2404有法

土１
三重県津市戸木町４１１３－１２〒514-1138

伊藤　正次002295
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TEL 0598-56-2402

（有）瀬古鉄工所 3,000 －2406無法

建１鋼１
三重県松阪市曽原町８３０〒515-2112

瀬古　一彰002296

TEL 059-274-0226

（株）藤田組 20,000 －2404無法

土２と２石２管１舗２水２解２
三重県津市美杉町八知６５８６〒515-3421

藤田　伊市夫002297

TEL 0598-42-2120

（有）セーリョー 10,000 －2406無法

土１管１
三重県松阪市嬉野中川町２６４－３４〒515-2321

飯柴　隆002300

TEL 059-293-1983

（株）マエダ組 35,000 －2404無法

土２と２管１舗２園１
三重県津市一志町片野４８０－１〒515-2511

前田　光秀002303

TEL 0598-42-1189

大幸建築 －2406無個

建１
三重県松阪市嬉野井之上町６３〒515-2351

谷口　幸也002307

TEL 0598-56-2249

服部さく泉工業所 －2406無個

土１と１管１鋼１舗１し１井１水１
三重県松阪市曽原町６９７〒515-2112

服部　浩幸002319

TEL 0598-42-2303

（有）新光電設工業所 5,000 －2406無法

電１消１
三重県松阪市嬉野黒野町１２７４〒515-2334

長崎　学002322

TEL 059-262-5210

石咲建設 －2404無個

土１と１舗１
三重県津市白山町二本木８５５〒515-2602

石咲　佳晴002329

TEL 059-256-3771

（有）日鋼通信 3,000 －2404有法

電１
三重県津市久居野村町８７４－１７〒514-1113

岡部　知幸子002330

TEL 0598-56-9937

（株）フォーレスト 20,000 －2406無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県松阪市中道町５２９－４〒515-2115

森　圭司002344

TEL 059-272-0806

（株）山本建設 10,000 －2404無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１園１水１解１
三重県津市美杉町竹原１６７８〒515-3201

田中　明002361

TEL 059-273-0331

（株）広山建設 20,000 －2404無法

土２建１と２石１管１鋼１舗１水１解１
三重県津市美杉町太郎生１８０４〒515-3536

廣山　公一002362

TEL 059-255-4161

（株）池田工務店 10,000 －2404無法

建１
三重県津市久居射場町２１〒514-1108

池田　弘治002363
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TEL 0598-42-4123

（株）冨田 13,000 －2406無法

土１建１と１電１舗１
三重県松阪市嬉野中川町８１７〒515-2321

冨田　匡祐002364

TEL 059-293-5207

飯尾建築 －2404無個

建１
三重県津市一志町高野１８７－５〒515-2504

飯尾　光照002371

TEL 059-294-7061

辻田工務店 －2404無個

土１左１と１
三重県津市一志町波瀬１８１３〒515-2522

辻田　岳洋002372

TEL 059-256-0511

（株）岡山 20,000 －2404有法

土１と１舗１水１
三重県津市森町２２９７－１〒514-1254

岡山　稜史002385

TEL 0598-42-2021

（有）岡野水道 3,000 －2406無法

土１管１
三重県松阪市嬉野中川町１１４５－１〒515-2321

中井　義人002386

TEL 059-262-3354

西田組 －2404無個

土１建１と１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県津市白山町川口３７９〒515-2603

西田　昭彦002388

TEL 0598-82-2307

橋本建設（株） 10,000 －2406無法

土１と１舗１水１
三重県多気郡大台町佐原９４５〒519-2404

橋本　眞弓002401

TEL 0598-28-2021

松井建築 －2406無個

建１
三重県松阪市法田町３８７〒515-0214

松井　良文002403

TEL 0598-28-3444

（株）宮下組 20,000 －2406無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２
三重県松阪市高木町３７１－１〒515-0211

宮下　長昇002407

TEL 0598-26-6863

瀬古土木（株） 10,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１水１
三重県松阪市外五曲町２３〒515-0821

瀬古　喜元002416

TEL 0598-78-3211

（株）西組 50,000 －2406有法

土２建２大２と２石２鋼２舗２し２水２解２
三重県多気郡大台町岩井６３５－１〒519-2631

西　覚嗣002417

TEL 0598-56-3555

藤田鋼業（株） 10,000 －2406無法

筋１
三重県松阪市船江町４７５－１〒515-0812

藤田　章二002418

TEL 0598-32-3003

水谷土建 －2406無個

土１と１
三重県松阪市飯南町深野６３４〒515-1301

水谷　美治002420
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TEL 0598-52-6670

伊藤建設（株） 30,000 －2406無法

土１建２と１管１舗１防１解２
三重県松阪市久保田町７４－６〒515-0814

伊藤　ますみ002421

TEL 0598-77-2221

山二建設（株） 30,000 －2406有法

土２建２大２と２管２舗２園２水２解２
三重県多気郡大台町明豆４０３〒519-2521

西山　啓司002426

TEL 0598-46-1636

（株）泰成 50,000 －2406無法

土１大１と１石１管１鋼１筋１舗１し１塗１水１解１
三重県松阪市飯高町宮前２３９－１〒515-1502

山本　栄治002431

TEL 0598-32-2116

（株）杉本組 20,000 －2406無法

土１と１管１舗１水１
三重県松阪市飯南町深野３３５３〒515-1301

杉本　久富002433

TEL 0598-23-0139

平田工業（有） 3,000 －2406無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県松阪市垣鼻町９１３－１〒515-0033

平田　哲也002435

TEL 0596-52-2240

（有）辻井組 25,000 －2406無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２
三重県多気郡明和町大字馬之上１５３－１〒515-0332

辻井　明美002436

TEL 0598-28-2187

鍛冶春建設（有） 5,000 －2406無法

建１鋼１
三重県松阪市立田町４１２－３〒515-0026

森島　崇春002443

TEL 0598-58-0008

（株）カワセ 20,000 －2406無法

土２と２石２舗２し２水２
三重県松阪市伊勢寺町３８８〒515-0845

川瀬　悠久美002445

TEL 0598-51-9699

梅田水道 －2406無個

土１管１水１
三重県松阪市幸生町５２５－２３〒515-0013

梅田　信二002452

TEL 0596-55-8558

ジュイールハウジング（株） 25,000 －2406無法

土１建１と１鋼１舗１水１
三重県多気郡明和町大字大淀２１９８－１〒515-0302

坂下　啓登002453

TEL 0598-21-2998

（有）大西木工所 4,000 －2406無法

建１大１屋１タ１鋼１内１具１
三重県松阪市上川町２６９１〒515-0041

大西　範亮002454

TEL 059-234-2800

東方物産（株） 12,725 －2404無法

と１屋１タ１絶１
三重県津市高茶屋小森上野町２８５６〒514-0816

平澤　利之002455

TEL 0598-26-2577

三重電機設備（株） 35,000 －2406無法

電２通１消２
三重県松阪市立野町４９８〒515-0054

岡野　達也002457
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TEL 0598-23-1639

（株）高瀬鉄工所 55,000 －2406有法

建２大２屋２鋼２内２
三重県松阪市曲町７８〒515-0841

高瀬　鉄也002459

TEL 0598-36-0350

（有）大河内建設 30,000 －2406有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解１
三重県松阪市勢津町８０４〒515-1101

吹ケ　明002469

TEL 0598-31-1012

大徳建設（株） 40,000 －2406無法

土１建１大１左１と１屋１タ１鋼１塗１防１内１解１
三重県松阪市大宮田町２６５〒515-0024

東　克徳002470

TEL 0596-52-5673

（株）辻組 11,000 －2406有法

土１建１大１と１内１
三重県多気郡明和町大字斎宮３５３７〒515-0321

河合　恵子002474

TEL 0598-51-1503

（有）かじ秋鉄工建設 3,000 －2406無法

建１鋼１
三重県松阪市大平尾町３５－３〒515-0804

川本　哲雄002476

TEL 0598-26-1764

大管工業（有） 5,000 －2406無法

土１管１
三重県松阪市大黒田町１２６５〒515-0063

道貝　憲郎002480

TEL 0598-61-1170

（株）テック 30,000 －2406無法

土２と２鋼２舗２水２解２
三重県松阪市上川町２７３９－１６〒515-0041

西田　幸司002488

TEL 0598-56-7790

青木産業（株） 20,000 －2406有法

土２建２と２屋２管１タ２舗２塗２防２内２水２解２
三重県松阪市久米町１１０８〒515-2122

青木　俊樹002489

TEL 0598-23-5616

ハシモト建設（株） 25,000 －2406有法

土１建２
三重県松阪市大足町３－１〒515-0822

橋本　明典002490

TEL 0598-76-0031

（株）ダイコウ 6,000 －2406無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県多気郡大台町上真手４３７－３〒519-2502

瀬古　稔002492

TEL 0598-51-2424

（株）阪本鉄工所 12,000 －2406無法

建１鋼１
三重県松阪市塚本町２９－１〒515-0811

阪本　匡002497

TEL 0596-52-5131

（有）北岡建設 7,000 －2406無法

建１大１
三重県多気郡明和町大字坂本字東垣外１２４５－２〒515-0333

北岡　広樹002499

TEL 0598-82-1069

（株）下村屋 10,000 －2406無法

土１建１管１舗１水１解１
三重県多気郡大台町佐原４７４－１〒519-2404

下村　佳久002503
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TEL 0598-21-2860

明光電気（株） 20,000 －2406無法

電２通１消１
三重県松阪市船江町１７５－６〒515-0812

田中　靖之002515

TEL 0598-51-3647

平松重工（株） 11,000 －2406有法

建１鋼１
三重県松阪市猟師町３４８－１５〒515-0802

平松　伸一002516

TEL 0598-76-0100

（株）丸八土建 69,000 －2406有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県多気郡大台町江馬６６８－１〒519-2505

橋本　智弥002523

TEL 0598-26-6088

（株）三協電工社 25,000 －2406無法

電１通１消１
三重県松阪市駅部田町４５７－３０〒515-0045

角谷　徹002531

TEL 0598-29-2330

北村工業 －2406有個

建１
三重県松阪市八太町５７８－５〒519-2144

北村　清治002532

TEL 0598-50-2111

（株）トーカイ・ステンレス 20,000 －2406有法

建１管１鋼１板１
三重県松阪市高須町３４６０－１２８〒515-0104

松葉　芳文002538

TEL 0598-21-7368

磯田建設（株） 30,000 －2406有法

土１建２大１と１石１屋１タ１舗１内１水１解１
三重県松阪市川井町３２８－１〒515-0818

磯田　泰良002542

TEL 059-230-1180

ダイイチハウス（株） 10,000 －2404有法

建１
三重県津市豊が丘４－２４－２〒514-2222

辻　幸宏002545

TEL 0598-36-0344

（株）丸山サッシ販売 10,000 －2406無法

具１
三重県松阪市笹川町１７１６－１〒515-1103

丸山　惠司002551

TEL 0596-52-1876

明和クレーン（株） 10,000 －2406有法

と１
三重県多気郡明和町大字馬之上９８９－８〒515-0332

相川　明直002557

TEL 0598-26-0226

横井建設 －2406無個

建１
三重県松阪市大黒田町１８６－６〒515-0063

横井　淳一002558

TEL 0598-46-0550

（有）滝野工務店 5,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市飯高町宮前２４０－３〒515-1502

滝野　善治002562

TEL 0598-46-0369

小林建築 －2406無個

建１
三重県松阪市飯高町宮前３１２－２〒515-1502

小林　正樹002568
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TEL 0598-82-1413

森井電気工業（有） 5,000 －2406有法

電１管１鋼１塗１通１消１
三重県多気郡大台町上三瀬４３８－２〒519-2403

森井　貞彦002572

TEL 0598-60-1188

（株）松本工務店 35,000 －2406無法

建２大２屋２タ２鋼２内２
三重県松阪市久保町１８５７－１８〒515-0044

松本　敏成002574

TEL 0596-52-0444

田中建設 －2406無個

建１
三重県多気郡明和町竹川１８５〒515-0325

田中　孝司002577

TEL 0596-52-5800

五十鈴建築工業（株） 30,000 －2406無法

土１建１
三重県多気郡明和町大字蓑村１１３１〒515-0315

松葉　芳博002584

TEL 0598-28-2824

（有）松本水道 10,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１消１
三重県松阪市早馬瀬町１８８〒515-0217

松本　勉002586

TEL 0598-38-2148

（株）百木組 40,000 －2406無法

土２と２管１舗２水２解１
三重県多気郡多気町相可５８１〒519-2181

百木　孝司002608

TEL 0598-76-0166

小倉建設（株） 20,000 －2406無法

土１と１舗１水１
三重県多気郡大台町江馬６４６〒519-2505

小倉　康宏002617

TEL 0598-82-1692

（株）石正組 20,000 －2406無法

土１建１と１石１管１舗１園１水１解１
三重県多気郡大台町下三瀬５８６－１〒519-2402

大北　和弘002624

TEL 0598-32-2218

新谷建設（株） 20,000 －2406無法

土１と１石１管１舗１水１
三重県松阪市飯南町粥見２１５０〒515-1411

新谷　源五002629

TEL 0598-51-2423

（株）北川鉄工建設 25,000 －2406無法

土１建２と１管１鋼１防１解１
三重県松阪市朝田町９９３－１〒515-0027

北川　和孝002632

TEL 0598-47-0205

（有）秋山組 20,000 －2406有法

土２と２管２鋼２舗２し２園２水２解２
三重県松阪市飯高町加波５７－１〒515-1722

秋山　誠志002643

TEL 0596-55-2230

（株）土屋建設 40,000 －2406有法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２舗２し２塗２防２内２園２水２解２
三重県多気郡明和町大字行部５９７－５〒515-0354

土屋　忠002646

TEL 0598-28-2136

鈴木建材（有） 5,000 －2406有法

土１
三重県松阪市櫛田町７７１〒515-0204

鈴木　正之002647
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TEL 0598-58-2902

中村造園 －2406有個

土１と１石１園１
三重県松阪市美濃田町８８－２〒515-2344

中村　秀和002653

TEL 0598-21-4341

（株）西川建設 30,000 －2406有法

土２建２大２と２石２屋２管１タ２鋼２舗２し２塗２防１内２水２解２
三重県松阪市大黒田町３０５〒515-0063

西川　信吾002662

TEL 0598-56-3740

（有）三和電気通信建設 3,000 －2406無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１通１水１消１解１
三重県松阪市星合町１４２－５〒515-2101

服部　雅孝002664

TEL 0598-21-3957

大源工務店 －2406無個

建１
三重県松阪市日野町６２５〒515-0084

森井　秀行002665

TEL 0596-52-5256

（有）中川組 20,000 －2406無法

土２と２舗２水２
三重県多気郡明和町大字馬之上１２４－３〒515-0332

中川　和也002668

TEL 0598-51-5061

協和地研（株） 10,000 －2406有法

土１と１石１鋼１舗１し１井１水１
三重県松阪市郷津町１６６－８〒515-0002

駒田　好孝002669

TEL 0598-23-5685

吉村建設（有） 3,000 －2406無法

建１
三重県松阪市曲町７１〒515-0841

吉村　征二002672

TEL 0598-51-1468

（有）神戸電気商会 3,000 －2406無法

電１消１
三重県松阪市中央町３９３－３〒515-0019

近藤　雅仁002673

TEL 0598-21-1018

（株）平田組 20,000 －2406無法

土１建２と１管１防１内１解２
三重県松阪市春日町１－８２〒515-0078

平田　耕司002675

TEL 0598-51-7565

中井土木（株） 30,000 －2406有法

土２建１と２石２管２鋼２舗２し２園２水２解２
三重県松阪市鎌田町２７４－４〒515-0005

中井　俊彦002677

TEL 0598-58-2126

（有）長谷川建設 5,000 －2406無法

土１と１
三重県松阪市八重田町３４－１〒515-0844

長谷川　光002679

TEL 0598-56-2350

（有）マルキン製作所 3,800 －2406有法

建１鋼１機１
三重県松阪市小津町２６９－３〒515-2114

丸林　敏則002690

TEL 0598-21-2929

青山電気（株） 10,000 －2406無法

電１消１
三重県松阪市春日町２－１０〒515-0078

青山　竜也002699



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

49頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0598-21-2476

須川鉄工建設（有） 8,000 －2406無法

建１鋼１
三重県松阪市駅部田町１７３６－２〒515-0045

須川　久002700

TEL 0598-51-7229

（有）フジヤマ 3,000 －2406有法

ガ１具１
三重県松阪市宮町１００－３〒515-0015

藤山　富男002703

TEL 0598-82-1076

（株）岡田建設 20,000 －2406有法

土２建２大１と１石１管１鋼１舗１し１塗１内１水１解２
三重県多気郡大台町佐原５５５－７〒519-2404

岡田　健002705

TEL 0598-45-0700

（株）中井組 50,000 －2406無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２園１水２解２
三重県松阪市飯高町森５８６－６〒515-1615

中井　敬002710

TEL 0598-82-1028

（株）田中工務店 10,000 －2406無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１ガ１水１
三重県多気郡大台町佐原５５１－２〒519-2404

田中　克典002711

TEL 0598-21-1435

（有）初岡工務店 3,000 －2406無法

左１
三重県松阪市南町１８２－９〒515-0034

初岡　幹也002714

TEL 0598-21-7833

村田産業（有） 3,000 －2406有法

土１と１石１舗１し１水１解１
三重県松阪市五反田町５－１０６３－６〒515-0064

村田　進002717

TEL 0598-51-3422

（株）宮田組 20,000 －2406無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県松阪市西黒部町６８０〒515-0103

宮田　博文002719

TEL 0598-58-2742

（有）木本工務店 20,000 －2406無法

土１建１と１舗１水１
三重県松阪市小阿坂町９６１〒515-2343

木本　隆志002721

TEL 0598-21-5724

（有）清水工芸 3,000 －2406無法

内１
三重県松阪市南町７３６〒515-0034

清水　隆宏002729

TEL 0598-51-2621

（株）日乃出エヤコン 20,000 －2406有法

土１と１電１管２鋼１機１水１
三重県松阪市猟師町字新浜沖３４５－５７〒515-0802

岩出　巧002734

TEL 0598-21-1622

中村土建（株） 20,000 －2406有法

土２と２管２鋼２舗２し２水２解２
三重県松阪市垣鼻町７５６〒515-0033

郷内　吉貴002738

TEL 0598-46-0234

（株）尾鍋組 35,000 －2406有法

土２と２石２鋼２舗２水２解２
三重県松阪市飯高町宮前３２１－４〒515-1502

尾鍋　哲也002745



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

50頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0598-47-0044

（株）西村組 20,000 －2406無法

土１と１舗１し１水１解１
三重県松阪市飯高町波瀬９７〒515-1725

西村　由里子002746

TEL 0598-45-0178

（株）上山組 20,000 －2406無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県松阪市飯高町森４８８〒515-1615

上山　勝久002747

TEL 0598-59-1122

（有）大阪屋水道 8,000 －2406無法

土１管１
三重県松阪市東黒部町１６７８－１〒515-0103

珎道　政一002752

TEL 0596-55-2315

（有）丸大鉄工 5,000 －2406無法

建１鋼１
三重県多気郡明和町大字大淀２８５２－２４〒515-0302

辻　尚良002754

TEL 0598-21-0279

清川産業（有） 10,000 －2406有法

建１
三重県松阪市大黒田町１７０〒515-0063

清川　滋002755

TEL 0598-34-1171

南建設（有） 3,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市大石町７６３－１〒515-1205

南　国広002762

TEL 0598-21-2563

（株）田村組 36,000 －2406有法

土２建２と２石２管２鋼２舗２し２園２水２解２
三重県松阪市五反田町１－１２９３－１〒515-0064

田村　充宏002763

TEL 0598-28-6680

（有）岸部組 5,000 －2406無法

土１建１と１鋼１舗１
三重県松阪市上川町３４５６－１０〒515-0041

岸部　孝002766

TEL 0598-61-0111

東部建設（株） 20,000 －2406無法

土２建２と２管２鋼２舗２し２塗２防２園２水２解２
三重県松阪市下七見町４６－１〒515-0023

田中　真司002767

TEL 0598-21-3100

（株）濵口農園 20,000 －2406有法

土２と２石２園２
三重県松阪市本町２１７５〒515-0081

濵口　直嗣002768

TEL 0598-35-0020

共栄土木（株） 20,000 －2406無法

土２建１と２管１鋼２舗２水１
三重県松阪市柚原町１５９９〒515-2414

森下　久雄002776

TEL 0596-52-5678

（株）平井組 20,000 －2406有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２
三重県多気郡明和町大字有爾中１４３６－３〒515-0316

平井　裕002777

TEL 0598-76-1121

（株）三栄建設 33,000 －2406無法

土２と１管１舗２水２
三重県多気郡大台町江馬１４８－４〒519-2505

出口　正文002780
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TEL 0598-45-0913

（有）下村組 10,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市飯高町粟野６５０〒515-1613

下村　弘一002784

TEL 0598-38-2468

酒井建設（株） 10,000 －2406有法

建１
三重県多気郡多気町相可１１１９－１〒519-2181

酒井　博央002785

TEL 0598-26-5221

（株）藤工業 20,000 －2406無法

建１管２消１
三重県松阪市垣鼻町１７８５－３〒515-0033

藤谷　眞理子002790

TEL 0598-51-4177

市野建設（株） 5,000 －2406無法

建１
三重県松阪市大口町１２１６－１〒515-0001

市野　洋治002794

TEL 0598-28-2260

（有）村田水道工業所 10,000 －2406無法

土１と１石１管１舗１し１水１消１
三重県松阪市豊原町５５２－２〒515-0205

村田　カツ子002797

TEL 0598-26-2522

（有）相互冷機工業所 3,000 －2406無法

管１
三重県松阪市川井町９３０－２〒515-0818

森田　多加子002799

TEL 0596-28-5974

（有）中西工務店 10,000 －2407無法

土１建１
三重県伊勢市常磐１－１２－５〒516-0041

中西　康002804

TEL 0596-23-1255

（株）奥野建設 27,000 －2407無法

土１建１と１舗１し１水１
三重県伊勢市宮後３－７－２６〒516-0072

奥野　勇樹002805

TEL 0596-28-6617

（株）ノムラ 20,000 －2407無法

土２管２鋼２舗２水２消１
三重県伊勢市辻久留１－１１－５〒516-0066

野村　信幸002806

TEL 0596-28-2527

（株）西山組 42,000 －2407無法

土２建１と２石２管１舗２し２園１水２解２
三重県伊勢市宮後２－１２－３４〒516-0072

西山　正照002808

TEL 0596-28-4765

（有）小久保植樹園 5,000 －2407有法

土１園１
三重県伊勢市船江３－１２－９〒516-0008

小久保　篤002815

TEL 0596-39-7333

日本工業（株） 40,500 －2407有法

土２建１と２石２鋼２舗２し２水２
三重県伊勢市津村町１６６３－５０〒516-1103

山川　敏彦002817

TEL 0596-28-6171

（株）山久木工 10,000 －2407有法

建１大１内１
三重県伊勢市河崎２－５－４〒516-0009

山本　弘002827
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TEL 0596-37-7711

小切間建設工業（株） 20,000 －2407有法

土２建２大２と２舗２塗２水２
三重県伊勢市西豊浜町１１７〒515-0505

小切間　鉄郎002829

TEL 0596-25-6363

なかむら建設（株） 20,000 －2407無法

土１建２と１石１鋼１舗１し１水１解２
三重県伊勢市中須町６０９〒516-0053

中村　伸二002832

TEL 0596-25-3829

（株）小西組 13,000 －2407無法

土１と１石１管１鋼１舗１水１
三重県伊勢市一色町１５０７〒516-0011

喜多　俊雄002838

TEL 0596-24-1145

（株）森田建設 20,000 －2407無法

土２建１と２管１舗２し２園１水２解２
三重県伊勢市一之木４－７－４〒516-0071

森田　富守002844

TEL 0596-22-4327

（有）出口組 5,000 －2407無法

土１と１管１舗１水１
三重県伊勢市小俣町宮前２５４－１〒519-0504

出口　和利002845

TEL 0598-74-1171

山添建設（株） 20,000 －2407無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県度会郡大紀町崎１８９４－９〒519-2802

山添　茂樹002846

TEL 0596-65-2710

ＳＵＮ．ＢＴ（株） 1,000 －2407無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県度会郡度会町棚橋２６８９〒516-2103

西山　伸一002857

TEL 0596-22-2403

（株）角建設 10,000 －2407有法

土１建１と１舗１
三重県度会郡玉城町矢野９４６〒519-0435

角　雅人002858

TEL 0596-23-3388

（有）キムラ硝子 3,000 －2407有法

ガ１具１
三重県伊勢市曽祢１－１１－６〒516-0078

木村　朋典002862

TEL 0596-25-5221

（有）亀井電機工業所 5,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市岡本２－９－１０〒516-0036

亀井　賢二002865

TEL 0596-28-7889

（株）南勢設備 40,000 －2407無法

土２管２舗２水２
三重県伊勢市船江２－１４－９〒516-0008

松村　元晃002867

TEL 0596-28-4207

森田造園（有） 20,000 －2407有法

土１園２
三重県伊勢市二俣１－１－２４〒516-0064

橋本　真紀002872

TEL 0599-66-0234

（有）南工務店 20,000 －2407無法

土１建２と１屋１鋼１舗１防１解１
三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦３８４５－２〒516-0101

久納　真司002879
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TEL 0596-23-0161

（株）富士建設 45,150 －2407有法

土１建２大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１具１
三重県伊勢市宮後２－１０－２０〒516-0072

島田　祐希002883

TEL 0596-22-2460

（有）勢力建設 3,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市上地町８０４〒516-0051

勢力　大輔002888

TEL 0596-28-6254

柳本工業（株） 10,000 －2407無法

屋１板１
三重県度会郡玉城町中楽７２２〒519-0412

柳本　武志002890

TEL 0596-25-1244

（株）鉄心堂 10,000 －2407有法

左１塗１
三重県伊勢市宮後１－９－２７〒516-0072

中西　千景002891

TEL 0596-28-5320

（株）藤原建設 20,000 －2407無法

土２建１と２管１舗２防１園２水２解２
三重県伊勢市浦口２－３－２５〒516-0062

藤原　一昭002893

TEL 0596-22-4556

常磐庭苑 －2407無個

園１
三重県伊勢市御薗町長屋１０８８－６〒516-0804

山下　隆弘002894

TEL 0598-74-1172

大達建設（株） 20,000 －2407無法

土２建２大１左１と２石２屋１電１管１タ１鋼２筋１舗２し２板１ガ１塗２防１内１絶１園１具１水２解２
三重県度会郡大紀町柏野１４９２－１〒519-2801

大野　和加男002895

TEL 0596-24-1481

（株）石吉 20,000 －2407無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県伊勢市岩渕３－６－１〒516-0037

阿竹　弘明002896

TEL 0596-28-7655

（有）山本塗装店 5,000 －2407無法

塗１
三重県伊勢市船江２－７－１３〒516-0008

山本　晃002899

TEL 0596-37-1448

三崎屋硝子建材（株） 10,000 －2407無法

ガ１具１
三重県伊勢市西豊浜町１５６〒515-0505

三木　茂男002900

TEL 0596-22-4958

海老屋建設（株） 20,000 －2407無法

土２と２管１舗２し２園１水２
三重県伊勢市小俣町元町４１１〒519-0503

倉野　佐知司002901

TEL 0596-37-3308

（有）長谷川電気土木 20,000 －2407無法

電２
三重県伊勢市村松町１３８２－２６〒515-0507

長谷川　隆昭002903

TEL 0596-24-3919

松野建材（株） 10,000 －2407有法

屋１タ１
三重県伊勢市神久５－８－４８〒516-0017

松野　司002910
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TEL 0596-23-1233

（有）倉世古組 6,000 －2407無法

土１建１
三重県伊勢市曽祢２－７－６〒516-0078

倉世古　隆弘002924

TEL 0596-23-1716

（有）晃栄 3,000 －2407有法

建１鋼１
三重県伊勢市小俣町新村５５５－４５〒519-0507

櫻谷　幸久002929

TEL 0596-24-2528

（株）丸宗土建 20,000 －2407無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県伊勢市黒瀬町９１７－１６３〒516-0018

川本　幸宏002931

TEL 0596-28-5052

杉山設備（株） 20,000 －2407無法

土２管２機１水２消１
三重県伊勢市宮川１－１３－１２〒516-0061

杉山　直也002938

TEL 0596-28-8304

（有）野浪瓦店 3,000 －2407無法

屋１
三重県伊勢市船江４－９－４５〒516-0008

野浪　昌人002943

TEL 0596-25-1050

岡電気工事（株） 10,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市八日市場町１８－１３〒516-0076

岡　伸久002947

TEL 0596-58-2422

（有）村木耐建工業 3,000 －2407無法

建１と１鋼１
三重県度会郡玉城町宮古１２５７〒519-0427

岡田　邦彦002964

TEL 0596-58-3170

吉田産業（株） 20,000 －2407有法

土２建２大１と２石１管１鋼２舗２塗１防１内１園１具１水２解１
三重県度会郡玉城町長更３９０〒519-0404

吉田　尚由002972

TEL 0598-56-5400

鈴建建設（株） 25,000 －2406有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県松阪市舞出町４３８－１８〒515-2107

鈴木　容一002975

TEL 0596-38-1700

（有）奥田冷機 3,000 －2407無法

電１管１
三重県伊勢市西豊浜町明野４９５１－３〒515-0505

奥田　和義002976

TEL 0596-27-3333

（株）サンケンホーム 10,000 －2407有法

土１建１
三重県伊勢市二俣１－１－３０〒516-0064

辻　孝年002977

TEL 0596-24-1717

（株）廣垣工務店 25,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市宮川２－６－７〒516-0061

廣垣　顯002981

TEL 0596-23-1005

（株）神都 20,000 －2407無法

土２と１管２舗１機１水２消１
三重県伊勢市八日市場町１４－２２〒516-0076

大隅　守003003
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TEL 0596-24-6601

（株）丸井鉄工所 10,000 －2407無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機１水１清１解１
三重県伊勢市辻久留３－７－１５〒516-0066

丸井　崇生003004

TEL 0596-23-1330

（株）安井建設 10,000 －2407無法

建１大１内１
三重県伊勢市大世古２－１０－２〒516-0079

安井　秀幸003006

TEL 0596-36-0182

（株）萩原建設 30,000 －2407無法

建２
三重県伊勢市小木町７４８－１〒516-0007

萩原　義雄003008

TEL 0596-37-2236

浜口土木（株） 20,000 －2407無法

土２と２舗２し２水２解１
三重県伊勢市村松町３９９０〒515-0507

濱口　祐彦003014

TEL 0596-22-4973

下建設（株） 20,000 －2407有法

土２と２舗２し２水２解２
三重県伊勢市小俣町元町６８９〒519-0503

桑原　卓003017

TEL 0596-62-0099

（株）畑中工務店 10,000 －2407有法

建１
三重県度会郡度会町棚橋２２７－１〒516-2103

畑中　健003022

TEL 0599-66-0204

（有）中建 20,000 －2407無法

土２建２と２石２鋼２舗２塗２水２解２
三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦４００５〒516-0101

中村　健一003027

TEL 0596-22-4869

中津建設（株） 20,000 －2407無法

土２と２舗２園２水２解２
三重県伊勢市鹿海町１４７７－１〒516-0013

中津　光正003028

TEL 0596-36-3355

（有）出口建設 10,000 －2407有法

建１大１内１
三重県伊勢市下野町５１７－６〒516-0003

出口　成人003029

TEL 0596-25-7171

（株）アガタ 20,000 －2407無法

電２管１消１
三重県伊勢市八日市場町１４－１９〒516-0076

阿形　米子003033

TEL 0596-24-8676

尾上電気（株） 22,000 －2407有法

電１通１
三重県伊勢市黒瀬町１３８０－４〒516-0018

尾上　継幸003035

TEL 0596-76-0177

山本建設工業（有） 3,000 －2407無法

土１と１舗１水１
三重県度会郡南伊勢町河内２７９〒516-1421

山本　博美003040

TEL 0596-25-5723

ナカガワインテリア産業（株） 10,000 －2407有法

内１
三重県伊勢市小俣町宮前３〒519-0504

中川　展明003046
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TEL 0596-31-3511

（有）川西鉄工所 4,000 －2407無法

建１鋼１
三重県伊勢市船江３－３－１５〒516-0008

川西　俊正003057

TEL 0596-76-2555

（株）ＺＩＺＡＩ 20,000 －2407有法

土１と１舗１水１
三重県度会郡南伊勢町村山１７－１２〒516-1423

守田　良二003063

TEL 0596-36-3890

（株）森本建設 20,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市下野町６５３－１９〒516-0003

森本　則晃003065

TEL 0596-76-0393

稲葉建設（株） 40,000 －2407無法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２水２解２
三重県度会郡南伊勢町村山１１１１－１〒516-1423

松岡　久雄003066

TEL 0596-78-0201

（株）上村組 30,000 －2407無法

土２建２大２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２塗２防２内２園２水２解２
三重県度会郡南伊勢町古和浦２２６－５７〒516-1534

上村　尚登003073

TEL 0596-25-8525

（株）前田組 38,000 －2407有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県伊勢市宇治浦田３－１７－３４〒516-0026

前田　哲003075

TEL 0596-25-0215

（株）市川鉄工所 30,000 －2407無法

鋼１
三重県伊勢市小俣町湯田４７６〒519-0506

加藤　泰樹003078

TEL 0596-28-7272

磯部工業（株） 20,000 －2407有法

土２と２管２舗２水２解２
三重県伊勢市小俣町新村３３１〒519-0507

磯部　晶男003082

TEL 0596-37-2535

（有）扇光 10,000 －2407有法

建１大１
三重県伊勢市西豊浜町１４３１〒515-0505

中西　光雄003083

TEL 0596-28-9266

（株）伊藤工務店 30,000 －2407無法

土２建２と２鋼２舗２し２塗２防２水２解２
三重県伊勢市河崎１－１１－４〒516-0009

中村　哲也003087

TEL 0596-58-3160

三重農事（有） 5,000 －2407有法

土１管１水１
三重県度会郡玉城町田丸１６３－４〒519-0415

高山　達美003095

TEL 0598-86-2901

（有）梅村組 5,000 －2407無法

土１建１と１管１水１
三重県度会郡大紀町滝原８１１－３〒519-2703

西村　耕平003097

TEL 0599-66-0118

（有）丸源 33,000 －2407無法

土１建１と１石１舗１し１防１水１解１
三重県度会郡南伊勢町切原４７３－１〒516-0102

溝口　博司003098
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TEL 0599-65-3725

奥村業務店 －2407無個

土１建１左１
三重県度会郡南伊勢町伊勢路４１１〒516-0112

奥村　満003099

TEL 0598-73-2225

（株）谷口組 28,000 －2407有法

土２建２大２と２石２鋼２筋２舗２し２塗２水２解２
三重県度会郡大紀町錦３４３－３１〒519-2911

谷口　直也003105

TEL 0596-28-3666

（株）加藤電気 5,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市神久３－２－１２〒516-0017

加藤　高敏003107

TEL 0596-37-2468

丸芳奥野建築（株） 10,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市西豊浜町１１１１－２〒515-0505

奥野　芳彦003111

TEL 0599-66-0200

（株）四方谷土木 30,000 －2407無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
三重県度会郡南伊勢町切原４７５〒516-0102

四方谷　正義003113

TEL 0596-43-2609

（有）ヤマカ建設 5,000 －2407無法

土１建１と１管１舗１水１解１
三重県伊勢市二見町茶屋５２－１〒519-0609

坂本　善春003117

TEL 0596-58-3067

（株）桜井組 20,000 －2407有法

土２建１と２管１舗２し２園２水２解２
三重県度会郡玉城町佐田２４１－２〒519-0414

板谷　一満003118

TEL 0596-64-0211

（有）世古林業 30,000 －2407有法

建２
三重県度会郡度会町麻加江７８２－１〒516-2117

世古　武弘003120

TEL 0598-86-2558

（株）西工務店 20,000 －2407無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県度会郡大紀町滝原１７４８－３〒519-2703

西　正光003123

TEL 0596-25-3634

（株）下村住建 10,000 －2407有法

土１建１管１
三重県伊勢市小俣町明野１２３４〒519-0501

下村　光栄003125

TEL 0596-22-3006

岩口建設（有） 3,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市辻久留３－２－１５〒516-0066

岩口　武夫003134

TEL 0596-39-1122

（株）森組 30,000 －2407有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県伊勢市円座町１００５〒516-1108

森　庄平003136

TEL 0596-25-1212

菱田建材（株） 10,000 －2407有法

建１大１左１と１石１屋１タ１板１塗１防１内１具１
三重県伊勢市中須町８７４－３〒516-0053

菱田　信太郎003138
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TEL 0596-22-3825

玉田業務店 －2407無個

左１と１石１タ１
三重県伊勢市小俣町相合１３７７〒519-0502

玉田　昇003142

TEL 0596-25-6240

宝鉄工（有） 5,000 －2407無法

建１鋼１
三重県伊勢市楠部町乙１００４〒516-0014

刀祢　考浩003154

TEL 0596-37-5080

大仲建設（株） 20,000 －2407有法

土１建１と１舗１し１水１
三重県伊勢市西豊浜町５４６０〒515-0505

井坂　哲也003155

TEL 0596-22-3358

（株）福田左官 5,000 －2407無法

左１タ１
三重県伊勢市黒瀬町１７２５〒516-0018

福田　正樹003158

TEL 0598-85-0619

（有）野田建設 20,000 －2407無法

土２建１と２石２舗２水２解１
三重県度会郡大紀町野原２８１６〒519-2731

野田　正司003161

TEL 0596-28-4912

（有）大西瓦葺店 5,000 －2407無法

屋１
三重県伊勢市辻久留２－１２－２３〒516-0066

桑山　泰弘003165

TEL 0596-37-3840

共立業務店 －2407無個

左１
三重県伊勢市小俣町明野３８３－２〒519-0501

大西　悦子003168

TEL 0598-86-2957

（有）本田組 10,000 －2407無法

土１建１と１石１舗１水１
三重県度会郡大紀町阿曽２２００－３〒519-2704

本田　宗士003172

TEL 0596-58-2378

（有）中森建設 10,000 －2407無法

建１
三重県度会郡玉城町妙法寺東長５８８〒519-0413

中森　宏003178

TEL 0596-25-6798

（株）荻田建設 20,000 －2407無法

土１建２と１屋１塗１防１内１
三重県伊勢市前山町字宮出河内１３８５〒516-0044

荻田　和宏003189

TEL 0596-36-1917

古川工務店 －2407有個

左１
三重県伊勢市神社港３８９－２〒516-0004

古川　嘉伸003198

TEL 0596-43-2754

森井建設 －2407無個

土１と１管１舗１水１
三重県伊勢市二見町西１１１４〒519-0607

森井　安富003212

TEL 0596-25-6158

（株）日光電気 20,000 －2407無法

電２管１通１消１
三重県伊勢市通町４３０－２〒516-0012

松崎　繁003216
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TEL 0596-37-0131

（有）大辻工務店 5,000 －2407無法

土１建１
三重県伊勢市有滝町１９６０〒515-0501

辻　正史003233

TEL 0596-37-6088

（有）岡工務店 5,000 －2407無法

建１大１
三重県伊勢市植山町字向山２４９－６〒515-0506

橋本　和也003239

TEL 0596-24-7875

（有）尾﨑鉄工所 3,000 －2407無法

鋼１機１
三重県伊勢市小俣町湯田１４９３－１〒519-0506

尾﨑　茂男003240

TEL 0596-36-8008

朝日丸建設（株） 40,000 －2407有法

土２建１と２鋼２舗２し２水２解２
三重県伊勢市小木町６０４－３〒516-0007

牧原　康003242

TEL 0596-24-6788

マルヒロ産業（株） 20,000 －2407無法

土２と２舗２し２塗２水２
三重県伊勢市小俣町宮前１３８〒519-0504

岩出　昇003243

TEL 0596-28-3506

（有）三重電興社 3,000 －2407有法

電１
三重県伊勢市吹上１－８－２２〒516-0073

笠松　弘一003246

TEL 0595-47-1122

（株）ダイチ 13,000 －2409無法

土１
三重県伊賀市平田３４７４〒518-1422

大地　良侑003253

TEL 0595-45-2076

（株）岡村建設 20,000 －2409無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県伊賀市柘植町１８５６－４〒519-1402

岡村　公恵003260

TEL 0595-47-0011

（有）宮本組 7,500 －2409無法

土１と１管１舗１水１
三重県伊賀市真泥３６０９〒518-1421

宮本　栄作003261

TEL 0595-37-0716

中森造園土木（有） 3,000 －2409無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県伊賀市市部２７０４－１〒518-0102

中森　也文003265

TEL 0595-63-0188

多田工業（株） 20,000 －2409有法

土２管２水２
三重県名張市夏見２８８０－１〒518-0441

多田　進治003269

TEL 0595-21-1810

余田土建（株） 12,000 －2409無法

土１と１管１舗１
三重県伊賀市東高倉２１５６－１３〒518-0024

余田　信夫003274

TEL 0595-45-3433

（有）土田建設 3,000 －2409有法

土１建１と１管１水１解１
三重県伊賀市下柘植１５７７〒519-1412

土田　正三003277
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TEL 0595-21-3611

上野ガス（株） 132,000 －2409有法

土１建１電１管２水１消１
三重県伊賀市上野茅町２７０６〒518-0838

中井　茂平003278

TEL 0595-52-2593

小岳建設（株） 35,000 －2409有法

土１建１と１石１舗１し１水１解１
三重県伊賀市阿保１３９１－３〒518-0226

小嶽　和明003279

TEL 0595-48-0221

（株）マツザキ 20,000 －2409無法

土２建２と２管２鋼２舗２水２解２
三重県伊賀市下阿波２６９７－１〒518-1416

松崎　将司003280

TEL 0595-63-1212

（株）山中建設 25,000 －2409無法

土２と２石２管１鋼２舗２塗２園１水２解２
三重県名張市安部田３０４９－３〒518-0737

山中　正昭003281

TEL 0595-24-2954

（株）石の中原 10,000 －2409有法

と１石１
三重県伊賀市長田７６８－１〒518-0031

中原　光宣003294

TEL 0595-21-2659

（株）エス・ツー建設 20,000 －2409無法

土１建１と１舗１水１
三重県伊賀市八幡町上之平３１９６－４〒518-0844

佐山　修二003296

TEL 0595-23-8851

（株）東邦設備 20,000 －2409無法

土１建１管１
三重県伊賀市西明寺新開２３４４〒518-0809

古川　勉003302

TEL 0595-24-3702

（株）松山工業所 10,000 －2409無法

土１管１機１
三重県伊賀市大谷８４２〒518-0017

松山　弘003309

TEL 0595-52-0464

市川建設（株） 60,000 －2409無法

土２建２大２と２石２管１鋼２舗２し２園１水２解２
三重県伊賀市阿保１２１４－１４〒518-0226

市川　信彦003315

TEL 0595-45-3028

（有）ヤマハン 3,000 －2409無法

土１管１水１
三重県伊賀市下柘植１４５４〒519-1412

　島　松生003316

TEL 0595-21-1171

（株）河合振美堂 10,000 －2409無法

塗１
三重県伊賀市四十九町２０１３〒518-0823

小原澤　治003317

TEL 0595-21-1186

余野部建材（株） 20,000 －2409有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県伊賀市平野樋之口２７７－１〒518-0802

余野部　哲003321

TEL 0595-63-2345

（株）福山工務店 20,000 －2409有法

土２建２大２と２管１水２解２
三重県名張市豊後町２５１－４〒518-0728

福山　隆三003324
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TEL 0595-45-6105

壬生野土木（株） 21,000 －2409無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２
三重県伊賀市下柘植４６８－３〒519-1412

廣嶋　千佳003328

TEL 0595-44-1331

中山建設（株） 20,000 －2409無法

土２建２鋼１
三重県伊賀市石川２７９－４０〒518-1323

東　隆次003337

TEL 0595-48-0933

西工務店 －2409無個

建１
三重県伊賀市富永８２〒518-1417

西　享寛003340

TEL 0595-63-6667

（株）米野組 10,000 －2409無法

土１と１
三重県名張市蔵持町原出６２７〒518-0752

米野　洋子003342

TEL 0595-23-1135

片山鉄工（株） 20,000 －2409無法

鋼１
三重県伊賀市西明寺３２１０－１〒518-0809

片山　幸一003347

TEL 0595-23-5669

中砂原建設（株） 10,000 －2409無法

土１建１大１と１屋１鋼１舗１内１
三重県伊賀市上友生字中砂原３７〒518-0814

稲森　伸介003353

TEL 0595-21-4056

（株）川野組 20,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市木興町３３１７〒518-0845

川野　博之003354

TEL 0595-21-3612

上野ハウス（株） 50,000 －2409有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２具２水２解２
三重県伊賀市緑ケ丘南町２３３２〒515-0835

奥井　実003355

TEL 0595-64-1629

（資）三和ブロック 7,000 －2409無法

土１建１と１管１
三重県名張市赤目町丈六１００〒518-0465

森口　勧003359

TEL 0595-21-1267

奥中建設（株） 30,000 －2409無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県伊賀市西高倉３７９２－２〒518-0025

奥中　伸介003364

TEL 0595-45-3206

金谷建設（株） 60,000 －2409有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１具１水１
三重県伊賀市川西６４３〒519-1425

金谷　聡己003365

TEL 0595-21-3847

（有）井上電気工業 20,000 －2409無法

電２通１消１
三重県伊賀市緑ケ丘南町４０１６－２〒518-0835

井上　将一003373

TEL 0595-23-4478

（株）スギサワ 10,000 －2409無法

建１大１屋１タ１板１内１絶１
三重県伊賀市西明寺２８６０〒518-0809

杉澤　康之003376
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TEL 0595-45-5438

中村土木 －2409無個

土１と１管１舗１
三重県伊賀市希望ヶ丘西５－１２－７〒519-1423

中村　竹由003379

TEL 0595-37-0667

（株）福森組 30,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市比土５２５－７〒518-0115

福森　克典003380

TEL 0595-24-5230

（株）今森組 10,000 －2409無法

土１と１舗１解１
三重県伊賀市諏訪７５３〒518-0021

今森　正003383

TEL 0595-45-3631

（有）松山組 3,000 －2409無法

土１
三重県伊賀市柘植町６０７７－２〒519-1402

松山　佳史003385

TEL 0595-43-0127

河合建設（株） 20,000 －2409有法

土２建１と２管１鋼２
三重県伊賀市円徳院１３１９－２〒518-1314

前川　直生003386

TEL 0595-45-3128

（有）中西建設 10,000 －2409無法

土１建１と１管１舗１水１
三重県伊賀市下柘植８９２〒519-1412

中西　賢003392

TEL 0595-37-0051

丸山建設（株） 20,000 －2409有法

土１建１大１と１管１鋼１筋１舗１内１水１解１
三重県伊賀市枡川３５９－５〒518-0107

上村　京太003394

TEL 0595-21-3857

名阪設備工業（株） 20,000 －2409無法

土２と２管２舗２水２消１
三重県伊賀市久米町６８４〒518-0843

荒堀　弘003396

TEL 0595-21-1507

（株）中野組 10,000 －2409有法

建１大１
三重県伊賀市緑ヶ丘西町２５９０－１０〒518-0873

中野　勝弘003397

TEL 0595-63-0509

（株）吉岡組 30,000 －2409有法

土１と１
三重県名張市南町８１１〒518-0729

吉岡　一美003400

TEL 0595-21-0856

大同建設工業（株） 21,000 －2409無法

土２建２と２石２管１鋼１舗２し２塗１園１水２解２
三重県伊賀市上野丸之内１１７〒518-0873

今井　智一003402

TEL 0595-47-0405

（株）岡山工務店 40,000 －2409無法

土１と１園１水１解１
三重県伊賀市平田３８４〒518-1422

岡山　幹治003403

TEL 0595-23-0073

共栄建設（株） 50,000 －2409無法

土２建２と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊賀市寺田１３２４〒518-0004

岡田　成児003404
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TEL 0595-63-0397

山田塗装看板店 －2409無個

塗１
三重県名張市新町２８２〒518-0727

山田　隆康003406

TEL 0595-23-3056

（株）三和電気商会 20,000 －2409無法

電１通１
三重県伊賀市佐那具町５２８－６〒518-0001

恒岡　治郎003408

TEL 0595-65-3040

（株）広島工務店 20,000 －2409無法

土１建２大２と１舗１内２
三重県名張市西原町２６０５〒518-0603

廣島　孝夫003410

TEL 0595-21-4812

石原園 －2409有個

土１と１石１園１
三重県伊賀市下友生３０８４－１〒518-0817

上田　固003416

TEL 0595-21-0213

上野電工（株） 20,000 －2409有法

電２通１消１
三重県伊賀市上野桑町２２１９〒518-0842

山本　禎昭003420

TEL 0595-65-1611

山下造園（株） 10,000 －2409無法

土１園１
三重県名張市桔梗が丘４－２－２２〒518-0624

山下　平八郎003421

TEL 0595-43-0448

（株）対馬建設 15,000 －2409無法

土１と１管１解１
三重県伊賀市阿山ハイツ６００－２２〒518-1316

園田　誠003422

TEL 0595-45-3039

奥建設（株） 20,000 －2409無法

土２建２と２管２鋼２舗２園２水２解２
三重県伊賀市山畑１４１１〒519-1421

奥　眞治003423

TEL 0595-21-3936

（株）廣嶋組 20,000 －2409無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県伊賀市東条婦之鳥２０８－１〒518-0013

廣嶋　伸二003426

TEL 0595-47-0306

山王建設（株） 25,000 －2409無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２園１水２
三重県伊賀市甲野２６３３－１〒518-1404

山本　俊治003429

TEL 0595-52-0206

（株）西山組 30,000 －2409有法

土１と１管１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県伊賀市下川原７０１－１〒518-0206

西山　正文003437

TEL 0595-21-1462

（株）ミエ安全 15,000 －2409有法

土１と１電１塗１
三重県伊賀市緑ケ丘南町２２８１－３〒518-0835

今井　康之003448

TEL 0595-63-3708

（株）中村工業 10,000 －2409有法

建１と１屋１板１
三重県名張市朝日町１１５２－３〒518-0721

中村　堯俊003449
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TEL 059-271-9669

（株）三和工務店 30,000 －2404無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県津市下弁財町津興２５８－２〒514-0805

山本　健次003452

TEL 0595-21-2709

（株）山本工務店 20,000 －2409無法

土１建１と１鋼１舗１
三重県伊賀市平野清水６４２－２６〒518-0827

山本　國雄003455

TEL 0595-59-2239

浜口組 －2409無個

土１と１管１舗１
三重県伊賀市島ヶ原１２３１１－３〒519-1701

濱口　正直003457

TEL 0595-23-3382

（株）ミヤタテクニカル 10,000 －2409有法

建１管１鋼１
三重県伊賀市佐那具町７〒518-0001

宮田　耕一003458

TEL 0595-24-5501

（株）大栄 20,000 －2409有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県伊賀市西明寺４７８〒518-0809

大森　光起003459

TEL 0595-42-1394

谷本建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市槙山５９８－２０〒518-1326

谷本　敏彦003463

TEL 0595-21-2461

（株）川口組 20,000 －2409無法

土２と２管１舗２塗１解１
三重県伊賀市西山１１９４－３〒518-0027

山下　雄功003464

TEL 0595-21-1288

中近向井工業（株） 20,000 －2409無法

土２舗２
三重県伊賀市平野西町２６〒518-0820

向井　由機003468

TEL 0595-23-4177

（有）福森工作所 5,000 －2409無法

建１鋼１
三重県伊賀市千歳６－１〒518-0002

福森　正和003488

TEL 0595-63-0079

杉本組 －2409無個

土１と１管１舗１水１
三重県名張市栄町２８６５〒518-0719

杉本　和三003489

TEL 0595-63-2335

モリデン（株） 20,000 －2409無法

電２管１通１消１
三重県名張市東町１７７５〒518-0711

森　豊章003490

TEL 0595-52-0427

（有）池森建設 3,000 －2409無法

土１と１
三重県伊賀市青山羽根６７８〒518-0227

池森　繁一003491

TEL 0595-63-0548

（株）岩見瓦製作所 10,000 －2409有法

屋１
三重県名張市箕曲中村７６〒518-0444

岩見　諭003492
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TEL 0595-21-5347

（株）村脇電気 10,000 －2409有法

電１管１通１消１
三重県伊賀市緑ケ丘西町２３４２－１０〒518-0837

村脇　弘司003493

TEL 0595-23-3523

清水鉄工建設（株） 10,000 －2409無法

建１鋼１
三重県伊賀市佐那具町３２７〒518-0001

清水　正美003497

TEL 0595-45-2270

藪本鉄工所 －2409無個

建１鋼１
三重県伊賀市野村４４－１〒519-1405

藪本　收003499

TEL 0595-42-1136

（株）竹島建設 20,000 －2409無法

土２建１大１左１と２石１屋１管１タ１鋼２筋１舗２板１ガ１塗２防１内１絶１具１解２
三重県伊賀市玉瀧２８３５〒518-1322

竹島　昌七003500

TEL 0595-21-0821

伊賀電機工業（株） 10,000 －2409無法

電１
三重県伊賀市緑ケ丘本町１６６５－１〒518-0836

石原　和夫003504

TEL 0595-47-0008

やまりん（株） 10,000 －2409有法

建１
三重県伊賀市畑村８６８〒518-1408

中　正吾003507

TEL 0595-21-2438

勝本建設 －2409無個

建１
三重県伊賀市荒木１８４８－６〒518-0818

勝本　康藏003508

TEL 0595-59-2050

（株）川島工業 20,000 －2409無法

土２建１と２石２鋼２舗２塗２水２解２
三重県伊賀市島ヶ原５８２６－３〒519-1711

杉森　昭彦003510

TEL 0595-23-3898

　大田建設 －2409無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊賀市小田町２３３－６〒518-0825

大田　一雅003517

TEL 0595-21-2925

（株）フタバ工芸 10,000 －2409無法

塗１防１
三重県伊賀市長田３５４１－２〒518-0031

上村　良一003520

TEL 0595-38-1525

中山成業（株） 20,000 －2409無法

土２と２石２管１舗２し２水２
三重県伊賀市上神戸２１２４〒518-0116

中山　惠富003523

TEL 0595-23-8291

（株）西建 20,000 －2409無法

土２建２と２石２屋２管１鋼２舗２し２塗２内２園１水２解２
三重県伊賀市西明寺２７９８－３〒518-0809

西口　長生003531

TEL 0595-43-0627

山本建設（株） 10,000 －2409無法

土１建１と１舗１し１水１
三重県伊賀市波敷野６４５〒518-1318

山本　利幸003532
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TEL 0595-45-5032

（株）柘植建設 5,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市西之澤５５４－１０〒519-1426

荻野　貴史003537

TEL 0595-63-0335

坂本鉄工（株） 10,000 －2409有法

建１機１
三重県名張市松崎町１３４０〒518-0722

坂本　元則003538

TEL 0595-21-1739

藤森工務店 －2409無個

建１
三重県伊賀市下友生３０９１〒518-0817

藤森　正行003549

TEL 0595-45-3650

中村建設 －2409無個

土１建１と１舗１解１
三重県伊賀市柘植町９８２４－２〒519-1402

中村　清隆003550

TEL 0595-65-0557

親和工務店 －2409無個

建１
三重県伊賀市小田町１４２５－１〒518-0825

森　正始003553

TEL 0595-52-1035

中西久建設（株） 10,000 －2409無法

土１建１と１管１舗１水１解１
三重県伊賀市青山羽根４８９〒518-0227

中西　保朝003573

TEL 05956-5-3196

中川造園 －2409無個

土１園１
三重県名張市西田原２８４２〒518-0609

中川　一美003577

TEL 0595-65-1586

三和ハウス販売（株） 10,000 －2409有法

建１
三重県名張市桔梗が丘２－２－７〒518-0622

川西　隆003579

TEL 0595-63-5375

スガコー建設（株） 40,000 －2409無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２清１解２
三重県名張市夏見２２７０－１〒518-0441

菅尾　智成003584

TEL 0595-43-0230

阿山建設（株） 20,000 －2409無法

土１建１と１管１鋼１舗１園１水１
三重県伊賀市上友田２４１０〒518-1303

川瀬　信久003587

TEL 0595-23-4011

（株）フイリング 10,000 －2409有法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県伊賀市千歳３８〒518-0002

辻井　千太003594

TEL 0595-52-0213

石橋鉄工 －2409無個

土１建１管１鋼１
三重県伊賀市伊勢路４３５〒518-0205

石橋　二三男003595

TEL 0599-33-6129

（株）大進 22,000 －2408無法

土２建２大２と２管１鋼２舗２し２塗２内２水２解２
三重県鳥羽市相差町１０５１〒517-0032

中村　伸市003602
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TEL 0599-55-0146

（有）北出建設 6,000 －2408無法

土１建１と１園１解１
三重県志摩市磯部町下之郷２３６〒517-0207

北出　信003604

TEL 0599-55-1164

（有）山勝建設 20,000 －2408無法

土２と２管１舗１園１水１解１
三重県志摩市磯部町山田７２〒517-0203

丸山　覚003607

TEL 0599-25-6666

（株）小久保鉄工所 10,000 －2408有法

鋼１
三重県鳥羽市鳥羽１－１６－６〒517-0011

小久保　和文003608

TEL 0599-55-0110

前田建築 －2408無個

建１
三重県志摩市磯部町下之郷１０７－１〒517-0207

前田　正志003613

TEL 0599-25-7677

藤村建築 －2408無個

建１大１
三重県鳥羽市高丘町４－４０〒517-0024

藤村　力也003620

TEL 0599-85-2169

（有）竹内工務店 20,000 －2408無法

建２
三重県志摩市志摩町和具７５４－２〒517-0703

竹内　秀樹003622

TEL 0599-26-2269

（有）鳥羽配管設備 5,000 －2408無法

土１建１と１石１管１舗１水１解１
三重県鳥羽市屋内町４－７〒517-0013

足立　健治003624

TEL 0596-65-0101

（株）山下 47,000 －2407無法

土２建１と２石１管１鋼１舗２し１塗１園１水２解１
三重県度会郡度会町南中村９２２〒516-1244

山下　陽也003627

TEL 0599-25-4467

（有）中西水道 5,000 －2408有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県鳥羽市坂手町１３８〒517-0005

中西　高明003630

TEL 0599-26-2111

（有）小崎工務店 9,000 －2408無法

建１
三重県鳥羽市鳥羽４－５－９〒517-0011

小崎　晃003634

TEL 0599-47-4333

（有）東建設 3,000 －2408無法

土１建１
三重県志摩市阿児町国府１６８９〒517-0506

東　照久003637

TEL 0599-85-0295

（有）石長組 5,000 －2408無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県志摩市志摩町越賀４４７－１〒517-0704

濱口　長門003643

TEL 0599-72-0521

（有）林組 5,000 －2408無法

土１と１石１舗１し１園１水１
三重県志摩市大王町波切１０５９－１２〒517-0603

林　忠昭003644
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TEL 0599-72-1031

坂中組 －2408無個

土１建１と１舗１解１
三重県志摩市大王町波切７６２〒517-0603

坂中　繁人003645

TEL 0599-55-0310

結城建設 －2408無個

建１
三重県志摩市磯部町下之郷３９７－１〒517-0207

結城　亥一郎003646

TEL 0599-25-6011

（有）中野建設 5,000 －2408有法

土１建１大１と１屋１管１舗１塗１防１水１解１
三重県鳥羽市船津町字小石代１１３６〒517-0045

中野　昌明003647

TEL 0599-53-1541

大謙建設 －2408無個

建１
三重県志摩市浜島町浜島１０３５－２０〒517-0404

柴原　恒文003651

TEL 0599-55-1122

前橋設備工業（株） 20,000 －2408有法

土１と１管２舗１水１消１解１
三重県志摩市磯部町恵利原１１６６－１〒517-0209

前橋　幸樹003654

TEL 0599-26-2580

村瀬建設（株） 60,000 －2408有法

土２建２大２左２と２石２管１タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２具２水２解２
三重県鳥羽市船津町２３５〒517-0045

村瀬　敬一003655

TEL 0599-53-0715

（有）小堀木工所 3,000 －2408無法

具１
三重県志摩市浜島町塩屋５８６－２〒517-0402

小堀　明宏003658

TEL 0599-25-2184

（株）川木組 40,000 －2408有法

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県鳥羽市鳥羽２－１５－１５〒517-0011

川木　正浩003662

TEL 0599-55-0237

（株）マエックス 50,000 －2408有法

土１建１と１舗１水１解１
三重県志摩市磯部町恵利原１０９１－３〒517-0209

前田　勲003670

TEL 0599-55-0120

（株）志摩電気 10,000 －2408無法

電１
三重県志摩市磯部町迫間４９－１１〒517-0214

永井　友幸003673

TEL 0599-72-1609

（有）六助 3,000 －2408有法

土１管１水１
三重県志摩市大王町波切１２７２－１〒517-0603

椿　衞003676

TEL 0599-85-1053

三井電気商会 －2408無個

電１管１
三重県志摩市志摩町和具３３１４－２〒517-0703

三井　克浩003677

TEL 0599-45-2178

（有）泊工務店 3,000 －2408無法

土１建１大１と１管１水１解１
三重県志摩市阿児町甲賀３０９９－８〒517-0505

泊　友和003683
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TEL 0599-25-3029

（有）竹田工業所 5,000 －2408無法

管１
三重県鳥羽市大明西町２４－１４〒517-0023

竹田　一生003691

TEL 0599-53-0455

三和建設（有） 3,000 －2408無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県志摩市浜島町塩屋６０２－１２〒517-0402

柴原　孝行003699

TEL 0599-25-4059

（有）鳥羽庭園 3,000 －2408無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
三重県鳥羽市船津町１１４５－４〒517-0045

大木　雄志003702

TEL 0599-55-0066

磯部建設工業（株） 30,000 －2408無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２塗２内２園２水２解２
三重県志摩市磯部町迫間７２〒517-0214

平石　隆之003704

TEL 0599-55-0265

作田建設（有） 20,000 －2408有法

土２建２と１石１管１鋼２舗２し１塗１園１水１解１
三重県志摩市磯部町下之郷１２００－１〒517-0207

作田　渉003705

TEL 0599-85-0431

（株）山下組 20,000 －2408有法

土２建２と２電２管２鋼２舗２園２水２解２
三重県志摩市志摩町和具７９９－２〒517-0703

山下　信康003708

TEL 0599-53-0211

大市建設 －2408無個

建１
三重県志摩市浜島町浜島９８８－１１〒517-0404

佐藤　典正003718

TEL 0599-25-6838

（株）亀川組 49,000 －2408無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２塗２内２具２水２解２
三重県鳥羽市安楽島町１４１２－１７〒517-0021

亀川　稔003719

TEL 0599-26-5286

（有）中村土木 20,000 －2408無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県鳥羽市船津町１１９５〒517-0045

中村　幸広003720

TEL 0599-53-3333

川利建設 －2408無個

土１と１解１
三重県志摩市浜島町南張１６９３〒517-0405

川口　利幸003721

TEL 0599-53-2000

大西建設工業（有） 20,000 －2408無法

土２建２と２石２管２舗２し２園２水２解２
三重県志摩市浜島町南張１７３７〒517-0405

大西　善和003723

TEL 0599-72-0074

（有）岡権組 5,000 －2408無法

土１建１と１石１管１舗１し１園１水１解１
三重県志摩市大王町波切９６５－１〒517-0620

岡　銀次郎003729

TEL 0599-72-0516

（有）横田組 20,000 －2408有法

土１建１と１石１舗１し１園１水１解１
三重県志摩市大王町波切４５３１〒517-0603

横田　元宏003733
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TEL 0599-43-3335

（株）石吉組 40,000 －2408有法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園１具２水２解２
三重県志摩市阿児町鵜方１２３３〒517-0501

橋爪　吉生003739

TEL 0599-44-8220

三橋建設（株） 10,000 －2408無法

土１建１と１管１舗１塗１水１解１
三重県志摩市阿児町安乗１３９３－４〒517-0507

三橋　浩003741

TEL 0599-72-3900

小河組 －2408無個

土１建１と１石１舗１し１水１
三重県志摩市大王町波切７２７－２〒517-0603

小河　吉永003744

TEL 0599-45-3135

（有）堂岡工務店 6,000 －2408有法

土１建１大１と１管１舗１水１解１
三重県志摩市阿児町甲賀３２７１－１〒517-0505

堂岡　隆行003746

TEL 0599-55-0132

前田建設 －2408無個

土１と１石１舗１し１水１
三重県志摩市磯部町下之郷１３６〒517-0207

前田　作男003749

TEL 0599-25-3969

宮崎建設工業（株） 45,000 －2408有法

土２建２と２鋼２舗２し２水２解２
三重県鳥羽市安楽島町１２２２－２〒517-0021

宮崎　正司003752

TEL 0599-43-0640

畑中建設工業（株） 20,000 －2408無法

土２建２と２石１管１舗１塗２防１園１水２解２
三重県志摩市阿児町鵜方３３０８－１〒517-0501

大形　記生003759

TEL 0599-43-2173

（有）カネハル 3,000 －2408無法

具１
三重県志摩市阿児町鵜方３０６１－２０８〒517-0501

前田　キヌヨ003782

TEL 0599-53-0492

（有）小池建設 10,000 －2408無法

土１建１と１電１鋼１舗１塗１防１園１水１解１
三重県志摩市浜島町浜島１１４６－１２〒517-0404

田岡　一馬003788

TEL 0599-43-0563

岡野設備工業（株） 10,000 －2408無法

土１と１管１機１水１
三重県志摩市阿児町鵜方１４９０－４〒517-0050

岡野　孝003806

TEL 0599-55-2217

（株）廣建設 5,000 －2408有法

土１建１左１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県志摩市磯部町山田１２－１４〒517-0203

廣　和信003810

TEL 0599-43-2402

（株）上村工務店 20,000 －2408有法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２具２水２解２
三重県志摩市阿児町鵜方２４６２－３〒517-0501

上村　義一003817

TEL 0599-55-0361

（有）木場鉄工所 3,000 －2408無法

鋼１
三重県志摩市磯部町下之郷４２８－１〒517-0207

木場　俊行003821
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TEL 0599-55-0251

木場建築工業 －2408無個

建１
三重県志摩市磯部町下之郷５９７－３〒517-0207

木場　善彦003835

TEL 0599-43-7001

（株）志摩サッシセンター 10,000 －2408無法

ガ１具１
三重県志摩市阿児町鵜方８２－４０〒517-0501

上村　幸弘003836

TEL 0599-55-0106

（有）倉谷組 3,000 －2408無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県志摩市磯部町恵利原１４７７〒517-0209

倉谷　文和003852

TEL 0599-72-3478

（株）坂下工務店 20,000 －2408無法

土１建２大２と１石１鋼２舗１し１内２水１解１
三重県志摩市大王町波切２６４４〒517-0603

坂下　啓登003861

TEL 0599-21-0688

（有）菅島建設 6,000 －2408無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県鳥羽市大明西町１６－３〒517-0023

木下　利三003870

TEL 0599-32-5276

久保田水道 －2408無個

土１と１石１管１舗１水１
三重県鳥羽市浦村町１５０３－７〒517-0025

久保田　健003889

TEL 0599-43-5958

（有）山美建設 10,000 －2408無法

土１建１管１
三重県志摩市阿児町神明８７２－３〒517-0502

山崎　隆003893

TEL 0599-45-3455

（有）中幸建設 10,000 －2408無法

土１建１と１管１水１解１
三重県志摩市阿児町甲賀１４５７－６２〒517-0505

中井　幸司003899

TEL 05974-7-4168

（有）鈴木組 20,000 －2410無法

土２建１と２管１舗２園１解２
三重県北牟婁郡紀北町東長島７５－８〒519-3204

鈴木　彦四郎003905

TEL 05972-2-1150

（有）奥村鉄工所 5,000 －2410無法

鋼１機１
三重県尾鷲市林町３－６〒519-3612

奥村　繁樹003914

TEL 05972-2-1787

高山ポンプ店 －2410無個

土１管１
三重県尾鷲市林町１３－２６〒519-3612

高山　公男003928

TEL 05973-6-1321

紀伊建設（株） 15,000 －2410無法

土１建１と１管１鋼１舗１水１
三重県北牟婁郡紀北町海山区馬瀬１３３８－１〒519-3401

山本　直彦003934

TEL 0597-22-2473

吉澤建築 －2410無個

建１
三重県尾鷲市大字向井２７７〒519-3625

吉澤　宏弥003940
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（株）東組 20,000 －2410無法

土２建２と２電１鋼１筋１舗１し１塗１園１水２解１
三重県尾鷲市尾鷲市倉ノ谷町２－７〒519-3658

東　彰寿003951

TEL 05974-7-1533

（株）銅勝 20,000 －2410無法

土２電１管１舗２機１水２解２
三重県北牟婁郡紀北町長島５２７－２〒519-3205

庄司　忠003952

TEL 0598-23-9117

宮田設備工業（株） 20,000 －2406無法

土１管２水１消１
三重県松阪市駅部田町１０４２－１〒515-0045

宮田　拓003959

TEL 0597-47-0180

（株）平野組 20,000 －2410無法

土２建２大２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県北牟婁郡紀北町島原１００９〒519-3203

平野　金人003960

TEL 05973-2-2645

ハマダ建設（株） 20,000 －2410無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
三重県北牟婁郡紀北町相賀１６０３－１〒519-3406

濵田　欣哉003961

TEL 05972-2-9220

（株）村田組 20,000 －2410無法

土２建２と２石２電２管２鋼２舗２し２塗２園２水２解２
三重県尾鷲市古戸町７－２８〒519-3652

村田　ちなみ003969

TEL 05972-2-3015

（有）上村組 3,000 －2410無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県尾鷲市尾鷲市小川東町１５－１５〒519-3648

上村　康允003970

TEL 05974-7-0291

（有）奥田組 30,000 －2410無法

土２と２管２鋼２舗２し２水２解２
三重県北牟婁郡紀北町東長島２５０－１〒519-3204

奥田　初代003971

TEL 05972-8-2222

（有）浜口組 6,000 －2410無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県尾鷲市三木里町４３３〒519-3811

濵口　忠大003972

TEL 05974-7-0464

林工作所 －2410有個

建１鋼１
三重県北牟婁郡紀北町長島１７０７－９〒519-3205

林　佳史003973

TEL 0597-33-0180

三栄建設（株） 30,000 －2410無法

土２と２舗２水２
三重県北牟婁郡紀北町相賀２０１番地２〒519-3406

北村　昌幸003977

TEL 05974-7-2580

（有）長田電工 5,000 －2410有法

電１
三重県北牟婁郡紀北町東長島１７〒519-3204

長田　基003981

TEL 05972-2-1765

（有）丸久組 22,000 －2410無法

土１建１大１と１
三重県尾鷲市光ヶ丘１６－１２〒519-3637

仲　智貴003982
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TEL 0597-25-2112

仲嘉建設 －2410無個

建１
三重県尾鷲市泉町３０－６〒519-3646

仲　秀幸003984

TEL 05973-2-1268

（株）堂前電気商会 10,000 －2410無法

電１通１
三重県北牟婁郡紀北町相賀１２〒519-3406

堂前　尋旦003985

TEL 05972-2-1793

湯浅ポンプ（有） 3,000 －2410無法

土１管１水１消１
三重県尾鷲市泉町１０－２３〒519-3646

湯浅　祥司003989

TEL 05973-2-2688

（株）五味建設 20,000 －2410無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２園１水２解２
三重県北牟婁郡紀北町便ノ山５３９－４〒519-3408

森本　慶太003992

TEL 05972-7-3013

（株）榎本組 20,000 －2410無法

土２建１と２石２管２鋼２舗２し２塗２園２水２解２
三重県尾鷲市賀田町５４７番地３〒519-3921

榎本　和也003994

TEL 05972-8-2773

中村建設（株） 20,000 －2410無法

土２建１と２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県尾鷲市三木里町２７５－４２〒519-3811

中村　暢003998

TEL 05974-7-0558

東和建設（株） 35,000 －2410有法

土２建２と２舗２解２
三重県北牟婁郡紀北町東長島８６６－２〒519-3204

東　彰吾004005

TEL 05974-7-0143

（株）前川組 20,000 －2410無法

土２建１と２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県北牟婁郡紀北町東長島１８８〒519-3204

前川　和俊004006

TEL 05974-7-0872

小島建設 －2410無個

建１
三重県北牟婁郡紀北町長島７６５－１０〒519-3205

小嶋　学004029

TEL 05972-8-2353

（株）中村組 20,000 －2410有法

土２建２と２鋼２舗２し２水２解２
三重県尾鷲市三木里町２４３－２〒519-3811

世古　直美004035

TEL 0597-36-1231

（株）岡本組 23,619 －2410有法

土２建２と２電２管２鋼２舗２し２水２解２
三重県北牟婁郡紀北町上里４５－２〒519-3403

岡本　一彦004063

TEL 05974-7-2069

（有）長井建設 20,000 －2410無法

土２建１と２舗２水２解２
三重県北牟婁郡紀北町東長島９９５－１〒519-3204

長井　正004067

TEL 05974-6-0006

山岸建設（株） 20,000 －2410無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県北牟婁郡紀北町長島１９１６－１３〒519-3205

山岸　敬一004070
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川端建設（株） 10,000 －2410無法

土１と１管１舗１園１水１解１
三重県北牟婁郡紀北町小山浦１３７〒519-3407

川端　真吾004073

TEL 05973-2-0252

（株）幸組 20,000 －2410無法

土２建１と２鋼２舗２し２水２
三重県北牟婁郡紀北町引本浦８８１〒519-3413

尾﨑　好紀004078

TEL 05974-7-0734

（有）稲葉建設 5,000 －2410無法

土１と１解１
三重県北牟婁郡紀北町東長島５６１－５〒519-3204

稲葉　稔004082

TEL 05972-2-3417

（有）三共塗料 3,000 －2410無法

塗１
三重県尾鷲市港町１１－２８〒519-3604

嘉田　光洋004092

TEL 0597-36-1214

植村電設（株） 10,000 －2410無法

電１消１
三重県北牟婁郡紀北町船津７５２－１〒519-3405

植村　均004095

TEL 05972-2-0948

紀州鐵工（株） 40,000 －2410無法

土１と１管１タ１鋼１機１水１清１解１
三重県尾鷲市矢浜３－３－２０〒519-3671

宇利　和洋004100

TEL 0597-22-3121

（株）紀北電工 5,000 －2410無法

電１消１
三重県尾鷲市大字南浦３７４１－１２〒519-3665

田中　久貴004106

TEL 05972-2-0318

尾鷲電設（株） 10,000 －2410無法

電１消１
三重県尾鷲市小川東町６－３８〒519-3648

森本　恭弘004110

TEL 05973-6-1546

北村建設（株） 20,000 －2410無法

土１と１舗１水１
三重県北牟婁郡紀北町海山区上里９４５－１〒519-3403

北村　正樹004116

TEL 05973-2-1003

谷建設（有） 5,000 －2410無法

土１と１舗１水１
三重県北牟婁郡紀北町便ノ山５１８－２〒519-3408

谷　晃史004126

TEL 0597-22-4096

（株）興紀管工 20,000 －2410無法

土１管２消１
三重県尾鷲市矢浜岡崎町２５０－１〒519-3672

内山　賀洋子004132

TEL 05973-6-1659

（有）藤岡建設 5,000 －2410無法

土１と１管１水１解１
三重県北牟婁郡紀北町馬瀬４９９－２〒519-3401

藤岡　秀雄004159

TEL 0597-22-6531

（株）ヤマニシ鉄工 10,000 －2410無法

鋼１
三重県尾鷲市尾鷲市泉町７－５〒519-3646

中田　嘉哉004166
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TEL 0597-22-7703

（有）湯浅鉄工 3,000 －2410有法

管１鋼１
三重県尾鷲市中川２６－１３〒519-3639

湯浅　征時004167

TEL 0597-36-1666

畦地建設工業（株） 10,000 －2410無法

土１と１
三重県北牟婁郡紀北町上里７２－３〒519-3403

畦地　豪004170

TEL 05972-2-9015

（有）中納建築 3,000 －2410無法

建１
三重県尾鷲市馬越町４５５１〒519-3619

中納　弘也004171

TEL 05972-2-8630

（株）紀南組 25,000 －2410無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県尾鷲市大字向井４６８－２〒519-3625

南　重喜004172

TEL 0597-23-1188

七宝建設（株） 23,000 －2410無法

土２建２大１左２と２石２管１タ２鋼２舗２し２板２ガ２塗２防２内２具２水２解２
三重県尾鷲市野地町１２－３１〒519-3617

川口　義文004175

TEL 0597-22-6157

森田水道 －2410無個

土１管１
三重県尾鷲市坂場西町１６－１８〒519-3666

森田　潤004205

TEL 05973-2-0082

（有）藤村工業 20,000 －2410無法

建１屋１板１
三重県北牟婁郡紀北町相賀７９３－１〒519-3406

藤村　達司004207

TEL 05974-7-3348

佐々木設備 －2410無個

管１
三重県北牟婁郡紀北町東長島２４１０－２０〒519-3204

佐々木　伸和004218

TEL 05973-2-3466

川端建築 －2410無個

建１
三重県北牟婁郡紀北町小山浦７９－５〒519-3407

川端　実004221

TEL 05972-2-1424

第一プロパン（有） 7,200 －2410有法

管１
三重県尾鷲市矢浜１－１８－３０〒519-3671

楠　雅史004227

TEL 05972-2-3397

岩田電気（有） 5,000 －2410無法

電１
三重県尾鷲市光ヶ丘４－１１〒519-3637

岩田　孝敏004231

TEL 0597-22-3907

森本建築 －2410無個

建１
三重県尾鷲市泉町１５－１０〒519-3646

森本　昇004232

TEL 05973-2-2052

塩崎土木 －2410有個

と１
三重県北牟婁郡紀北町相賀４８０－１７０〒519-3406

塩崎　紀史004235
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TEL 0597-22-7111

土井鉄工（有） 8,000 －2410有法

土１と１石１管１鋼１機１
三重県尾鷲市朝日町１－１８〒519-3611

土井　健生004240

TEL 0597-36-1155

清川電気工事（株） 7,000 －2410無法

電１通１
三重県北牟婁郡紀北町中里３番地２０〒519-3404

清川　孝004242

TEL 05974-7-4035

（有）大末建設 9,000 －2410無法

土１建１と１舗１解１
三重県北牟婁郡紀北町東長島２２８８－１〒519-3204

末滿　祥004246

TEL 05974-7-1930

（有）松本工作所 3,000 －2410無法

建１鋼１
三重県北牟婁郡紀北町東長島２７５２－１〒519-3204

松本　篤004250

TEL 05978-3-0013

（株）宇城組 20,000 －2411無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県熊野市五郷町寺谷７４６－４〒519-4673

宇城　哲也004252

TEL 0597-86-0559

（有）太田組 3,000 －2411無法

土１と１解１
三重県熊野市新鹿町２８３－３〒519-4206

太田　旭004255

TEL 05979-2-2360

（株）野地本工業 10,000 －2411無法

土１建１と１管１鋼１塗１解１
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和６１１３－１０〒519-5204

野地本　正勝004261

TEL 05978-5-2525

（株）榎本工務店 21,000 －2411無法

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２具２水２解２
三重県熊野市有馬町５７３３－１〒519-4325

榎本　義秀004263

TEL 0597-97-0222

（有）奥建設 21,000 －2411有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県熊野市紀和町板屋１３６－２〒519-5413

奥　岩大004276

TEL 05978-9-2286

（有）薮根組 22,000 －2411無法

土２と２管１鋼２園１水２解１
三重県熊野市有馬町５６１９－２〒519-4325

薮根　徹004279

TEL 0735-29-7790

（株）宝龍建設 30,000 －2411無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県南牟婁郡紀宝町鮒田９６４－８〒519-5714

奥田　弘和004282

TEL 0735-23-0520

（有）ＮＡＮＫＡＩ 30,000 －2411無法

土１と１舗１
三重県南牟婁郡紀宝町成川８９７－５１〒519-5713

福田　茂範004289

TEL 0597-89-4127

御浜建設 －2411無個

土１と１
三重県熊野市木本町１６〒519-4323

山口　博文004299
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TEL 0597-89-3012

（株）幸輝ハウス 10,000 －2411有法

土１建１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１園１水１解１
三重県熊野市有馬町４７７１－１４〒519-4732

細川　晴夫004304

TEL 0597-85-2763

糸川建築店 －2411無個

建１
三重県熊野市木本町２６〒519-4323

糸川　元004309

TEL 05978-2-1232

（有）橋本建設 20,000 －2411無法

土２と２管１鋼２舗２塗２園１水２解２
三重県熊野市育生町長井６５３〒519-4449

橋本　智英004312

TEL 05979-2-1143

（有）尾白組 10,000 －2411無法

土１と１
三重県南牟婁郡御浜町大字下市木４３３７－３〒519-5203

尾白　鹿三004314

TEL 05978-4-0435

大平組 －2411無個

土２建１と２鋼２舗２塗２水２
三重県熊野市飛鳥町野口３１２〒519-4565

大平　信哉004317

TEL 0735-32-0275

閑陀建設 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１３１６－３０〒519-5701

閑陀　史知004319

TEL 0735-34-0031

（有）森溝組 13,000 －2411無法

土１建１と１管１舗１園１解１
三重県南牟婁郡紀宝町大里２１６３－３〒519-5835

森溝　敬子004321

TEL 0597-97-0808

（有）森組 5,000 －2411無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県熊野市紀和町小栗須３１〒518-5414

森　富男004324

TEL 05978-9-5795

（株）井本組 20,000 －2411無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県熊野市井戸町字中芝４４６－２３〒519-4324

井本　伊織004328

TEL 05979-2-3435

尾白建設 －2411無個

土１と１
三重県南牟婁郡御浜町下市木３９６８－３〒519-5203

尾白　貢004330

TEL 0597-89-2635

堀組 －2411無個

土１建１と１
三重県熊野市久生屋町５２７－２〒519-4326

堀　周弘004339

TEL 05978-9-5585

クマノ建匠 －2411無個

建１
三重県熊野市磯崎町１１７０－２〒519-4321

濵上　清充004349

TEL 0597-89-4827

（株）西美組 20,000 －2411無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
三重県熊野市有馬町２８４４－１〒519-4325

西　孝也004357
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TEL 0735-22-5888

（有）小門工務店 3,000 －2411無法

土１建１と１解１
三重県南牟婁郡紀宝町成川６１４〒519-5713

小門　洋一004363

TEL 05978-9-2119

九鬼建設 －2411無個

土１
三重県熊野市有馬町１６３〒519-4325

九鬼　宏004366

TEL 0735-22-4444

三紀建設 －2411無個

土１と１
三重県南牟婁郡紀宝町成川３４５〒519-5713

平野　謙004374

TEL 05979-2-4809

（株）ウエジ建設 20,000 －2411有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県南牟婁郡御浜町大字柿原１３５１－１〒519-5206

上地　理照004375

TEL 0597-85-2343

（株）川上組 20,000 －2411無法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
三重県熊野市井戸町５４８－６〒519-4324

川上　景士004376

TEL 05979-2-1697

古川建設 －2411無個

土１と１石１舗１し１水１
三重県南牟婁郡御浜町阿田和１９８４－２〒519-5204

古川　清孝004377

TEL 05979-2-3608

（株）下桐建設 30,000 －2411無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県南牟婁郡御浜町大字下市木４７３８〒519-5203

下桐　美鈴004386

TEL 0735-34-0465

岡崎組 －2411無個

土１と１石１舗１し１水１
三重県南牟婁郡紀宝町桐原１６４０－２〒519-5831

岡崎　均004389

TEL 0735-22-0753

須川鉄工 －2411無個

鋼１
三重県南牟婁郡紀宝町成川２８１－２〒519-5713

須川　健司004390

TEL 0597-83-0139

山本建材店 －2411無個

土１建１
三重県熊野市五郷町寺谷１０５５－５〒519-4673

山本　正則004392

TEL 0735-32-4770

福本建設 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１９９２－２８〒519-5701

福本　裕記004398

TEL 0735-21-2963

門賢工務店 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町成川６４－２７〒519-5713

門　賢004401

TEL 0735-22-9386

中野木工所 －2411無個

具１
三重県南牟婁郡紀宝町成川１６７〒519-5713

中野　渉004404
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TEL 0735-32-0544

田尾建設 －2411無個

土１建１大１と１石１屋１タ１舗１し１内１水１
三重県南牟婁郡紀宝町神内２８３－１８〒519-5712

田尾　昭生004405

TEL 05978-3-0004

（有）桂建設 20,000 －2411無法

土２と２石２鋼２舗２水２解２
三重県熊野市五郷町寺谷４７４－１〒519-4673

橋本　拓己004408

TEL 05979-2-2531

（有）堀工務店 23,000 －2411無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県南牟婁郡御浜町阿田和４５１８〒519-5204

堀　克也004416

TEL 0597-85-3000

（株）村田水道工業所 5,000 －2411無法

土１と１管１鋼１機１水１消１
三重県熊野市井戸町３６１－８〒519-4324

村田　憲一004418

TEL 0735-21-1174

（有）奥地建設 5,000 －2411無法

土１と１
三重県南牟婁郡紀宝町成川２６４－１〒519-5713

溝奥　力004421

TEL 0735-32-1656

石垣建築 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町井田１６１１－１９〒519-5711

石垣　重浩004445

TEL 0735-32-1708

産屋敷建具店 －2411無個

具１
三重県南牟婁郡紀宝町井田２１８９－３０〒519-5711

産屋敷　道博004446

TEL 05979-2-1179

（有）東海ヴァテックス 5,000 －2411無法

土１と１鋼１舗１水１解１
三重県南牟婁郡御浜町大字上市木２９２２－１〒519-5211

手島　慶昭004464

TEL 05978-9-1940

奥川建築 －2411無個

建１
三重県熊野市木本町７２６－１〒519-4323

奥川　英雅004465

TEL 0597-89-3602

宇城　建築 －2411無個

建１
三重県熊野市有馬町４６２４－９１〒519-4325

宇城　克広004468

TEL 0597-89-2792

中村建築 －2411無個

建１
三重県熊野市井戸町３０８－２〒519-4324

中村　雅哉004469

TEL 05978-4-0613

杉谷建築 有2411無個

建１
三重県熊野市飛鳥町神山２２２－２〒519-4566

杉谷　俊毅004473

TEL 05978-5-2502

保野電気工事店 －2411無個

電１
三重県熊野市木本町２８０－１〒519-4323

保野　義雄004474
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TEL 05978-9-3100

（株）三角田工業 10,000 －2411有法

土１建１と１電１管１機１水１
三重県熊野市井戸町４４６－１６〒519-4324

三角田　誠悟004491

TEL 0735-32-0117

（株）川合 40,000 －2411無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１３６９－２〒519-5701

川合　一八004498

TEL 05978-9-0223

奥木工 －2411無個

具１
三重県熊野市有馬町２６５－２〒519-4325

奥　望004499

TEL 0594-77-0202

大安水道 －2401無個

土１と１管１
三重県いなべ市大安町南金井１７８０－３〒511-0283

加藤　達也004503

TEL 0594-48-3009

伊藤電気（株） 15,000 －2401有法

電１管１通１消１
三重県桑名市多度町小山１９０１－２５〒511-0105

伊藤　宏治004507

TEL 0594-48-2377

（有）多度電気商会 5,000 －2401無法

電１通１
三重県桑名市多度町下野代６３０〒511-0117

水谷　隆満004514

TEL 0594-22-4819

中村設備工業（株） 10,000 －2401無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１消１
三重県桑名市大字江場字中野７００－１〒511-0836

前田　裕樹004533

TEL 0594-22-3445

（有）服部電気商会 5,000 －2401無法

電１
三重県桑名市大字江場１５６７－１〒511-0836

服部　高士004538

TEL 0594-22-3506

（有）林電気商会 3,000 －2401無法

電１
三重県桑名市元赤須賀１５０〒511-0037

林　政明004542

TEL 0594-72-3225

（株）川瀬組 10,000 －2401無法

土１
三重県いなべ市北勢町皷５３７－２〒511-0421

川瀬　末次004543

TEL 0594-72-5022

（有）新坂建設 3,000 －2401無法

土１と１石１管１舗１し１水１解１
三重県いなべ市北勢町東村１０７７－３〒511-0432

坂口　昭夫004544

TEL 0594-78-0047

（有）岡電機商会 3,000 －2401無法

土１電１管１通１
三重県いなべ市大安町石榑北２７７－１〒511-0265

岡　正人004546

TEL 0594-22-3894

（有）近藤電機工事 3,000 －2401無法

電１
三重県桑名市常盤町３５〒511-0062

近藤　真弘004547
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TEL 0594-82-5896

（有）山洋電気工業 8,000 －2401無法

電１管１
三重県桑名市大字能部６０９－１５〒511-0931

中山　典昭004548

TEL 0594-21-0995

源（株） 10,000 －2401有法

建１塗１防１内１
三重県桑名市和泉２４９〒511-0838

金本　美智子004552

TEL 0594-22-3300

（株）南川電気工業 3,000 －2401有法

電１
三重県桑名市三栄町２１〒511-0075

南川　悟004554

TEL 0594-29-1241

舘水道設備商会 －2401無個

土１と１管１舗１水１
三重県桑名市大字下深谷部２１９８〒511-0808

舘　敏夫004568

TEL 0594-74-3362

（株）太多建設 20,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県いなべ市員弁町笠田新田６３８〒511-0205

多湖　正俊004573

TEL 0594-31-5610

（有）ワイエム 3,000 －2401無法

建１具１
三重県桑名市大字森忠１２５０－１〒511-0943

水谷　泰博004577

TEL 0594-23-1531

富山建設（株） 20,000 －2401無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県桑名市松並町２－３２－１〒511-0814

酒井　隆004581

TEL 0594-23-1880

（株）ペン益塗装店 10,000 －2401無法

塗１
三重県桑名市今中町９－１〒511-0018

佐藤　公俊004588

TEL 0594-78-0030

水谷建設（株） 30,000 －2401無法

土２建１と２石２管２鋼２舗２塗２園２水２解２
三重県いなべ市大安町石榑南１０２５〒511-0266

水谷　二郎004594

TEL 0594-23-4504

大幸建設工業（株） 10,000 －2401無法

土１建１大１と１鋼１舗１塗１防１内１解１
三重県桑名市大字西別所字山坂下１７３８－１〒511-0851

諸戸　薫004599

TEL 0594-78-0353

（有）ヤマキタ水道土木 5,000 －2401無法

土１と１管１舗１
三重県いなべ市大安町丹生川久下１３７８〒511-0263

中村　竜二004600

TEL 0594-49-2333

（株）旭興業 10,000 －2401有法

土１と１舗１解１
三重県桑名市多度町猪飼１２５１－１１〒511-0124

谷　健太郎004613

TEL 0594-29-1171

（有）近藤建築工業 5,000 －2401無法

建１
三重県桑名市深谷町３９８〒511-0805

近藤　圭佑004622
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TEL 0594-21-3211

（株）金星堂 10,000 －2401有法

鋼１内１
三重県桑名市大字江場４８１〒511-0836

小笠原　貴行004625

TEL 0594-45-0727

霞興業（有） 20,000 －2401有法

土２建２と２石２管２鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県桑名市長島町白鶏２９３〒511-1136

糸見　勘一004626

TEL 0594-45-0605

（有）早川業務店 5,000 －2401無法

左１タ１
三重県桑名市長島町福豊９３５〒511-1132

早川　修004627

TEL 0594-23-1122

（株）郡建材店 10,000 －2401有法

土１管１
三重県桑名市明正町６４〒511-0823

郡　顕弘004635

TEL 0594-76-3744

（有）中村建築 5,000 －2401無法

建１
三重県員弁郡東員町大字八幡新田５１９ー２〒511-0245

中村　哲士004643

TEL 0567-68-2701

伊藤産業（株） 10,000 －2401有法

建１
三重県桑名郡木曽岬町大字富田子３９３〒498-0813

伊藤　仁志004645

TEL 0594-74-2164

（有）多湖電気 3,000 －2401有法

電１管１
三重県いなべ市員弁町大泉新田４５－４〒511-0217

多湖　盛夫004653

TEL 0567-68-1401

伊藤建築 －2401無個

建１
三重県桑名郡木曽岬町大字源緑輪中７８〒498-0816

伊藤　友紀004656

TEL 0594-76-3300

三和総社（株） 10,000 －2401有法

土１と１石１舗１し１水１解１
三重県員弁郡東員町大字中上１００１－１〒511-0254

平野　竜之004664

TEL 0594-31-0588

（株）佐藤組 20,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市大字志知２４０５－１〒511-0937

佐藤　太亮004667

TEL 0594-23-0044

（株）みずよし 5,000 －2401無法

建１
三重県桑名市大字小貝須１４１１－２〒511-0841

水谷　隆文004668

TEL 0594-46-3772

森川建設（有） 20,000 －2401無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県いなべ市藤原町大貝戸８０９〒511-0517

森川　幸彦004678

TEL 0594-76-5522

（株）大祐電設 10,000 －2401無法

電１
三重県員弁郡東員町笹尾東２－１９－２〒511-0232

弓矢　昌彦004689
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TEL 0594-46-4033

西脇建築 －2401無個

建１
三重県いなべ市藤原町鼎３１３８－２〒511-0501

西脇　智久004690

TEL 0594-24-1886

三重ルーフ瓦孝 －2401無個

屋１
三重県桑名市参宮通り５４〒511-0007

小川　司004693

TEL 0594-78-2488

（有）オカ工務店 5,000 －2401無法

建１
三重県いなべ市大安町石榑南１３７４〒511-0266

岡　勝三004698

TEL 0594-31-0366

（株）瀬古設備 10,000 －2401無法

土１と１管１舗１水１解１
三重県桑名市大字友村３５０〒511-0938

瀬古　圭一004702

TEL 0594-22-3255

（株）鍵助商店 10,000 －2401有法

内１
三重県桑名市三崎通４１〒511-0014

山口　純孝004706

TEL 0594-42-0842

（株）加藤配管工業所 10,000 －2401無法

土１建１と１管１舗１水１
三重県桑名市長島町西外面１７４９〒511-1143

加藤　覚004708

TEL 0594-21-3236

（株）ハットリ工房 10,000 －2401無法

建１
三重県桑名市大字矢田９８－１４〒511-0821

浅野　憲一004713

TEL 0594-82-5539

（株）三立 5,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市常盤町５１－４〒511-0062

松田　伸幸004717

TEL 0594-45-0306

天元工業（株） 20,000 －2401無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
三重県桑名市長島町松蔭１１０〒511-1134

加藤　航004719

TEL 0594-22-1633

（有）米寿堂 5,000 －2401無法

内１
三重県桑名市馬道３－３１８〒511-0822

伊藤　定英004724

TEL 0594-21-0356

（株）スイセイ設備工業 10,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市大字小貝須３１２－７〒511-0841

水谷　洋一004730

TEL 0594-72-5371

水貝水道設備 －2401無個

土１石１管１舗１
三重県いなべ市北勢町麻生田３２５１－１〒511-0427

水貝　宗義004743

TEL 0594-21-3476

（株）三重物産 10,000 －2401有法

土１建１管１
三重県桑名市大字大福３９４〒511-0834

加治　圭一004745
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TEL 0594-23-1134

（株）アベックス 10,000 －2401有法

屋１タ１板１ガ１具１
三重県桑名市大字大福字市之坪６８０－１〒511-0834

安部　宏004746

TEL 0594-29-1878

伊藤組 －2401無個

土１と１
三重県桑名市桜木町７２－３〒511-0808

伊藤　昭久004747

TEL 0594-74-3151

奥岡電気工事（株） 10,000 －2401有法

電１
三重県いなべ市員弁町坂東新田９９－１〒511-0208

奥岡　正樹004751

TEL 0594-74-4175

（株）ワコー 10,000 －2401有法

土１と１管１舗１
三重県いなべ市員弁町畑新田７３８－３〒511-0203

和田　清誠004759

TEL 0594-23-7070

（株）三和販売 10,000 －2401無法

園１具１
三重県桑名市大字西方６０４－３〒511-0864

伊藤　裕之004761

TEL 0594-74-2720

奥岡建設工業（株） 20,000 －2401無法

土２建１大１左１と２石２屋１管１タ１鋼２舗２し２板１ガ１塗２防１内１絶１具１水２解２
三重県いなべ市員弁町畑新田５６０－１〒511-0203

奥岡　司朗004762

TEL 0594-76-2649

（有）加藤設備工業所 3,000 －2401有法

土１と１管１舗１水１
三重県員弁郡東員町六把野新田７１７－１〒511-0242

加藤　和彦004763

TEL 0594-42-2000

ナガシマ工業（株） 3,000 －2401無法

土１と１鋼１舗１し１塗１機１水１
三重県桑名市長島町押付１４８〒511-1113

林　卓矢004764

TEL 0594-21-1349

ミツワ工業（有） 3,000 －2401無法

ガ１具１
三重県桑名市大字額田３４０－４〒511-0911

三輪　裕之004769

TEL 0594-22-2456

（有）永井建装 5,000 －2401無法

内１
三重県桑名市大字大福２５３－１〒511-0834

永井　和大004771

TEL 0594-21-0043

水谷建築工業 －2401無個

建１
三重県桑名市大字西方１５４７－２〒511-0864

水谷　尚司004775

TEL 0594-77-0570

（有）川﨑建設 20,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県いなべ市大安町南金井６２８－８〒511-0283

川﨑　美千代004779

TEL 0594-76-5566

ウエストハウス（株） 10,000 －2401有法

建１
三重県員弁郡東員町笹尾東３－２－２〒511-0232

髙木　健004786
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TEL 0594-78-2317

（有）三重アート 3,000 －2401無法

建１
三重県いなべ市大安町高柳３２０－１〒511-0272

中村　淳004787

TEL 059-377-5081

（株）サンロック 20,000 －2402無法

電１通１
三重県三重郡朝日町大字縄生１８１７番地７〒510-8101

伊藤　大悟004791

TEL 0594-48-2321

（株）北勢緑化 10,000 －2401有法

土１園１
三重県桑名市多度町古野１５５０〒511-0122

石川　寛寿004792

TEL 0594-22-0509

（株）イワタ 10,000 －2401有法

建１内１
三重県桑名市大央町３０〒511-0065

岩田　憲明004794

TEL 0594-45-1027

（株）山明 10,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県桑名市長島町白鶏１７２－５〒511-1136

伊藤　明弘004796

TEL 0594-48-2456

片岡工業 －2401無個

鋼１
三重県桑名市多度町大鳥居９〒511-0116

片岡　由廣004800

TEL 0594-76-2406

（有）小川設備 5,000 －2401無法

土１管１
三重県員弁郡東員町大字八幡新田３０４〒511-0245

小川　景004803

TEL 0594-72-2936

渡辺工務店 －2401無個

建１
三重県いなべ市北勢町大辻新田５０－２〒511-0425

渡邊　敏文004805

TEL 0594-76-2187

（有）清水商会 5,000 －2401無法

土１管１
三重県員弁郡東員町大字六把野新田５１６－１〒511-0242

清水　甚次004808

TEL 0594-48-5407

（株）サトー工業 20,000 －2401無法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
三重県桑名市多度町肱江２９３〒511-0104

佐藤　直文004815

TEL 0594-74-4346

太田建築 －2401無個

土１建１と１石１舗１
三重県いなべ市員弁町上笠田字下山田川３２６０〒511-0207

太田　輝美004817

TEL 0594-23-1717

（株）安田金属工業 12,000 －2401有法

板１具１
三重県桑名市内堀１５５－４〒511-0038

中村　真啓004828

TEL 0594-22-1610

加藤工業（株） 10,000 －2401有法

建１鋼１
三重県桑名市西別所１０３〒511-0851

加藤　真悟004829
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TEL 0594-42-0609

（有）白木建築 5,000 －2401無法

建１
三重県桑名市長島町押付１３８－４〒511-1113

白木　昇004830

TEL 0594-76-2166

北勢ルーフ －2401無個

屋１
三重県員弁郡東員町大字鳥取９６３－１〒511-0241

水谷　悦夫004831

TEL 0594-42-1012

服部建築 －2401無個

建１
三重県桑名市長島町小島１１８〒511-1111

服部　浩二004841

TEL 0567-68-3204

（有）丸賢鉱業 10,000 －2401有法

土１と１
三重県桑名郡木曽岬町大字白鷺６２８－８７〒498-0815

伊藤　ツヤ子004842

TEL 0594-22-6255

（有）ナカムラ建設 5,000 －2401無法

土１建１大１と１管１鋼１筋１舗１し１内１水１解１
三重県桑名市大字安永１９００－１〒511-0839

中村　康法004851

TEL 0594-31-7011

（株）誠電 20,000 －2401無法

電２管１機１
三重県桑名市大字能部字南貝戸１０９８－１〒511-0931

黒田　信介004853

TEL 0594-42-2146

（有）小森業務店 5,000 －2401無法

建１左１
三重県桑名市長島町葭ケ須４１０－３〒511-1124

小森　巌004856

TEL 0594-48-4848

Ｍ建築 －2401無個

建１
三重県桑名市多度町香取３２８－５〒511-0102

平野　正雄004857

TEL 0594-29-2738

（株）昭伊藤建設 10,000 －2401無法

土１と１
三重県桑名市大字下深谷部５０２－１９〒511-0808

伊藤　昭晴004862

TEL 0594-76-3566

（有）西村組 8,000 －2401無法

建１と１鋼１
三重県員弁郡東員町鳥取１４０５－２〒511-0241

西村　健004871

TEL 0594-23-8052

市原工業（株） 20,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市西汰上字弥平田２２１６〒511-0807

市原　誠004874

TEL 0594-31-3755

（株）渡辺機械工作所 10,000 －2401有法

建１機１
三重県員弁郡東員町大字穴太２７５３〒511-0243

渡辺　大輔004875

TEL 0567-68-2874

花井工業（株） 15,000 －2401有法

建１鋼１機１
三重県桑名郡木曽岬町大字源緑輪中１００８－１〒498-0816

花井　数也004877
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TEL 0594-72-2272

員南製材（有） 3,000 －2401有法

建１
三重県いなべ市北勢町中山１－２〒511-0433

三輪　周雄004878

TEL 0594-42-5550

丸彦長島運輸（株） 10,000 －2401有法

土１建１と１
三重県桑名市長島町葭ヶ須３４１－１〒511-1124

伊藤　政敏004882

TEL 0594-48-5134

山本電設（株） 10,000 －2401無法

電１
三重県桑名市多度町古野１４５７〒511-0122

山本　英明004889

TEL 0594-72-3615

（株）東海緑産 20,000 －2401有法

土２と２石２舗２し２園２
三重県いなべ市北勢町阿下喜字北谷３２９０〒511-0428

石垣　真司004895

TEL 0594-46-2600

林工務店 －2401無個

建１
三重県いなべ市藤原町上相場９５５〒511-0502

林　千司夫004907

TEL 0594-78-0520

（有）光輝 3,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県いなべ市大安町石榑東２５２９〒511-0264

小林　輝生004909

TEL 0594-23-1088

（株）平岡組 10,000 －2401無法

土１と１
三重県桑名市大字太夫１０４－１〒511-0826

平岡　武夫004917

TEL 0594-31-0377

フジ建材（株） 10,000 －2401無法

屋１解１
三重県桑名市大字志知１１００－２〒511-0937

伊藤　貴範004918

TEL 0594-48-2058

多度製材（有） 10,000 －2401有法

建１
三重県桑名市多度町多度７９３〒511-0106

丹羽　嘉一004919

TEL 0594-22-1634

（株）オケリ 10,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県桑名市明正町２４〒511-0823

森　義洋004922

TEL 0594-76-9000

（株）リード・ガイロビカ 10,000 －2401有法

と１電１
三重県員弁郡東員町笹尾東２－１－１〒511-0232

多湖　英義004925

TEL 0594-48-2721

（有）北勢サッシ販売 8,000 －2401有法

具１
三重県桑名市多度町古野１０３５〒511-0122

石川　靖洋004935

TEL 0594-74-2455

日紫喜興産（株） 10,000 －2401無法

管１鋼１
三重県いなべ市員弁町北金井７７７〒511-0223

日紫喜　忍004941
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TEL 0594-22-7476

近澤建設（有） 10,000 －2401有法

土１と１
三重県桑名市大字蓮花寺６４４－９８〒511-0854

近澤　龍一004945

TEL 0594-74-4529

（株）東海止水興業 10,000 －2401無法

建１防１
三重県いなべ市員弁町笠田新田７０１〒511-0205

二井　國男004947

TEL 0594-48-3139

（有）庭茂伊藤造園 3,000 －2401無法

土１園１
三重県桑名市多度町柚井１３８５〒511-0101

伊藤　聖朗004949

TEL 0594-42-3105

（有）松田工業 5,000 －2401無法

土１と１舗１
三重県桑名市長島町殿名８６２－１〒511-1127

松田　隆行004952

TEL 0594-76-2655

（有）稲見石材土木 5,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県員弁郡東員町大字長深２２１２－３〒511-0255

稲見　清晃004958

TEL 0594-74-3954

（有）古川建材 3,000 －2401有法

と１解１
三重県いなべ市員弁町大泉新田１２７－１〒511-0217

古川　貴浩004959

TEL 0594-23-5541

伊藤熔接工業（有） 10,000 －2401無法

鋼１
三重県桑名市大字小泉字畑田２１９－３〒511-0837

伊藤　猛004962

TEL 0594-42-3080

協和建設（株） 10,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市長島町松ケ島１２６〒511-1122

堀　勇司004972

TEL 0594-76-8372

（有）長野住建 3,000 －2401無法

土１建１
三重県員弁郡東員町笹尾東４－１－７〒511-0232

長野　司004985

TEL 0594-72-3055

（有）十社電気商会 3,000 －2401無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１塗１通１水１
三重県いなべ市北勢町麻生田３４６６〒511-0427

川瀬　弘也004988

TEL 0594-76-8328

北貝進工業（株） 10,000 －2401無法

鋼１機１
三重県員弁郡東員町大字六把野新田９０１〒511-0242

佐藤　貴典004989

TEL 0594-22-7772

（有）桑名防水工業 4,000 －2401無法

防１
三重県桑名市元赤須賀１６３〒511-0037

平川　幸雄004991

TEL 0594-21-4605

（有）浜組 10,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県桑名市大字福地２７５〒511-0845

山下　茂郎004992
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TEL 0594-31-6730

（株）新建 10,000 －2401無法

土１と１管１舗１水１
三重県桑名市大字島田７１０－３〒511-0936

川村　久司004993

TEL 0594-41-5748

（株）フヂオカ 10,000 －2401無法

土１と１管１
三重県桑名市稗田９００－１〒511-0852

藤岡　稔久004996

TEL 0594-72-4744

（有）中村建設工業 3,000 －2401有法

土１管１
三重県いなべ市北勢町北中津原２３７－１〒511-0422

中村　靖弘005000

TEL 059-326-1855

（株）真光組 20,000 －2402無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県三重郡菰野町大字神森字南川原６１２〒510-1231

矢田　慶典005006

TEL 059-352-2127

幸友電機（株） 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市ときわ５－４－２６〒510-0834

加藤　圭吾005027

TEL 0593-28-3240

（株）坂上工業所 10,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市六名町１００８〒512-1116

坂上　良樹005032

TEL 0593-28-2712

早川産業（有） 10,000 －2402有法

土１と１舗１園１解１
三重県四日市市小山町１０３７－２〒512-1102

早川　昌彦005038

TEL 059-396-0013

松永産業（株） 10,000 －2402有法

土１石１園１
三重県三重郡菰野町大字田光１５２７－１〒510-1324

松永　常明005040

TEL 0593-26-3236

（有）タカヤマ 3,000 －2402無法

土１建１
三重県四日市市赤水町９７３ー７〒512-1204

高山　到005045

TEL 059-393-4661

佐藤設備工業（株） 10,000 －2402無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大字吉沢４４０〒510-1226

佐藤　武夫005046

TEL 0593-93-2552

寺尾ポンプ店 －2402無個

土１と１管１
三重県三重郡菰野町大字菰野６９５１〒510-1233

寺尾　一幸005051

TEL 0593-94-1623

（有）前川工業 5,000 －2402無法

土１管１水１
三重県三重郡菰野町大字宿野７８〒510-1232

前川　昭彦005053

TEL 0593-21-0021

（株）高増工務店 50,400 －2402有法

建２
三重県四日市市西日野町２７２４－２〒510-0943

高増　巌至005055
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TEL 0593-45-5065

（有）こむら工業 6,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市海山道町３－７９〒510-0845

小村　喜八005056

TEL 059-333-0824

丸八電設（株） 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市野田１－６－７〒510-0815

伊藤　大輔005058

TEL 0593-93-1299

（株）桜井建設 10,000 －2402無法

土１建１と１管１舗１
三重県三重郡菰野町大字菰野２１９３〒510-1233

櫻井　吉輝005066

TEL 059-390-3480

（有）内田設備 10,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大強原２８２２〒510-1222

内田　篤005068

TEL 0593-46-8069

（有）川井田工業 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市小古曽６－７－８〒510-0958

川井田　忠義005074

TEL 0593-53-7551

（株）スエヒロイー・ピー・エム 40,000 －2402有法

鋼１機１
三重県四日市市末広町２－４〒510-0052

清水　啓一005076

TEL 059-393-1740

小林工業 －2402有個

土１電１管１
三重県三重郡菰野町大字千草２５３１〒510-1251

小林　一義005081

TEL 0593-29-3126

（有）山下住企 10,000 －2402無法

土１建１大１と１舗１
三重県四日市市水沢町４７８８－１〒512-1105

山下　哲哉005090

TEL 059-365-0831

三和建工（株） 20,000 －2402有法

土２と２石２舗２し２解２
三重県四日市市東富田町２－１７〒510-8006

渡部　和彦005093

TEL 0593-46-7901

東海産業（株） 20,000 －2402無法

土２と２
三重県四日市市大字六呂見９０７－１〒510-0881

小川　一吉005094

TEL 059-338-9854

杉本建設（株） 30,000 －2402無法

土１と１管１舗１水１
三重県四日市市中村町１６３３〒512-8044

杉本　隆繁005097

TEL 059-393-2147

樋口石材（株） 10,000 －2402有法

土１と１
三重県三重郡菰野町大字音羽２０５６－１〒510-1252

樋口　徹005101

TEL 059-365-6800

（株）ウエスギ 45,000 －2402有法

と１解１
三重県四日市市天カ須賀新町１－３２〒510-8002

上杉　啓詞005103
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TEL 0593-96-0523

（有）位田水道 5,000 －2402無法

土１石１管１舗１
三重県三重郡菰野町大字竹成２５９７－７〒510-1312

位田　美樹005105

TEL 0593-46-5001

中嶋工業（株） 10,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市内堀町４３〒510-0872

中嶋　信行005110

TEL 0593-31-0939

（有）勝山電機商会 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市山之一色町４４５－２〒512-0906

服部　伸行005113

TEL 0593-45-0535

（有）和田電気商会 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市采女町４３－３〒512-0954

和田　博005119

TEL 0593-21-3381

（株）オクダ電機商会 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市西日野町４９８６－３〒510-0943

奥田　紀三夫005128

TEL 059-365-3033

（有）三重北建設 3,000 －2402無法

土１建１と１タ１舗１
三重県四日市市大矢知町１４０７〒510-8034

吉原　辰美005131

TEL 0593-52-7751

（有）大西電機商会 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市中部５－１２〒510-0082

大西　宣義005133

TEL 059-333-0066

（有）藤井電気商会新浜店 3,000 －2402有法

電１管１
三重県四日市市新浜町１２－５〒510-0024

藤井　勝也005134

TEL 059-321-0520

（株）徳山電機工業所 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市高花平５－１０－４０〒510-0945

中島　啓次005136

TEL 059-346-3034

大谷川工業（株） 30,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市小古曽１－２－１５〒510-0958

長谷川　淳士005139

TEL 059-352-5121

三鈴産業（株） 30,000 －2402有法

建１電１ガ１内１具１
三重県四日市市北条町５－１３〒510-0098

打田　豊久005140

TEL 059-393-2738

金川工務店 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町潤田１６３３〒510-1253

金川　文和005142

TEL 059-393-3160

西池設備 －2402無個

土１管１
三重県三重郡菰野町大字大強原１４９９－１〒510-1222

西池　昌弘005144



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

92頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-353-0639

三重電気設備（有） 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市曙町５－２０〒510-0054

岡森　万容005146

TEL 0593-31-1643

（有）太田電機 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市羽津山町４－１９〒510-0016

太田　安典005150

TEL 059-331-5608

（有）座安組 3,000 －2402無法

土１と１解１
三重県四日市市午起２－２－１８〒510-0023

座安　勉005155

TEL 059-393-1400

吉原造園 －2402無個

園１
三重県三重郡菰野町大強原３２６６－３〒510-1222

吉原　健太005157

TEL 0593-96-0121

（有）内田造園土木 11,000 －2402有法

土１園１
三重県三重郡菰野町大字榊２９３〒510-1325

内田　眞佐実005158

TEL 0593-46-5717

（株）藤井重機 10,000 －2402無法

土１と１
三重県四日市市西山町７７３６－３〒512-1103

藤井　康之005162

TEL 059-397-6363

（株）矢野化工 10,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市楠町北五味塚１３４５－２〒510-0103

矢野　玉雄005163

TEL 059-331-0089

（有）勢和電設 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市東坂部町１６３５－１〒512-0904

加藤　和巳005174

TEL 0593-31-4190

（株）三陽工業 10,000 －2402無法

管１消１
三重県四日市市大谷台２－１６２２－１１５〒512-0901

谷口　曙志005181

TEL 0593-39-0432

（有）谷口組 5,000 －2402無法

土１と１舗１解１
三重県四日市市市場町２０９８－１〒512-1302

谷口　宏樹005197

TEL 0593-52-2333

新光電機工業（株） 10,000 －2402有法

電１通１消１
三重県四日市市稲葉町１－１〒510-0041

石黒　幸彦005200

TEL 0593-45-2486

東海運輸建設（株） 10,000 －2402有法

土１と１管１鋼１機１
三重県四日市市馳出町１－１３５〒510-0855

門井　恵介005204

TEL 059-346-4080

大宗建築サービス（株） 20,000 －2402無法

土１建２と１屋２電１管１板１防２内１園１解１
三重県四日市市大治田３－３－２３〒510-0875

佐野　行廣005205
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TEL 059-332-0637

（株）宮崎工業 20,000 －2402無法

建１ガ１具１
三重県四日市市西坂部町３７９２－１〒512-0913

宮崎　孝一005206

TEL 0593-65-6509

（有）高崎工務店 6,000 －2402無法

土１管１
三重県三重郡川越町大字豊田３４０－１〒510-8122

高崎　幸一005211

TEL 0593-26-9111

丸中建材（株） 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市江村町字山神戸９１１－１〒512-1206

中澤　秀之005217

TEL 0593-26-1011

松山建工（株） 40,000 －2402無法

土１と１鋼１舗１水１
三重県四日市市下海老町５６５－７〒512-1203

松山　在圭005229

TEL 0593-53-1083

川口電気工事（株） 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市中川原１－４－２３〒510-0833

川口　隆宏005231

TEL 059-351-7722

トヨタホーム三重（株） 50,000 －2402有法

建２大２と２屋２タ２板２ガ２塗２防２内２具２解２
三重県四日市市十七軒町９－１〒510-0063

永井　宏明005233

TEL 059-345-4178

（有）中川建築工房 5,000 －2402無法

土１建１大１と１舗１水１
三重県四日市市采女町１６６０－６〒510-0954

中川　卓実005239

TEL 059-345-4531

高橋サッシ工業（株） 10,000 －2402無法

鋼１板１具１
三重県四日市市小古曽東２－６－９〒510-0951

福井　正美005249

TEL 0593-31-3731

（有）伊藤鈑金工作所 3,000 －2402無法

大１屋１板１内１
三重県四日市市川原町３３－１〒510-0033

伊藤　豪人005254

TEL 0593-31-0821

（有）舘工業 3,000 －2402無法

土１と１管１機１
三重県四日市市東新町６－５〒510-0025

舘　隆敏005274

TEL 059-353-8338

（株）伊藤エンジニアリング 16,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市新正４－１７－１１〒510-0064

伊藤　　也005276

TEL 059-333-2500

西出建設（株） 20,000 －2402無法

土２建１と１舗１水１解１
三重県四日市市山之一色町５１８－６〒512-0906

阪本　仁彦005282

TEL 059-328-1469

（株）永尾建材 20,000 －2402有法

土２と２舗２
三重県四日市市小山町１８８２〒512-1102

永尾　渉005283
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TEL 0593-61-1020

伊勢湾防災（株） 40,000 －2402有法

機１
三重県四日市市霞２－１－１〒510-0011

上野　善005297

TEL 0593-52-6010

（有）岡本頌文堂 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市北町３－４〒510-0081

岡本　修005300

TEL 0593-45-1050

（株）千草園 30,000 －2402有法

土１と１園２
三重県四日市市大字塩浜１３３－１〒510-0863

伊藤　一005302

TEL 0593-46-1456

（株）北勢テクノ 27,500 －2402有法

土１建１と１機１
三重県四日市市小古曽東１－２－７〒510-0951

的場　勝治005305

TEL 059-326-3464

山田建築 －2402無個

建１
三重県四日市市平尾町８３－１〒512-1205

山田　幸史005314

TEL 059-365-2448

岩谷興産（株） 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市白須賀３－２－８〒510-0018

岩谷　英充005318

TEL 0593-52-4798

（株）前田金網店 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
三重県四日市市中町１－５〒510-0096

小林　英訓005330

TEL 0593-93-2744

小崎工芸社 －2402無個

左１塗１防１内１
三重県三重郡菰野町池底２８１〒510-1221

小　　守人005335

TEL 059-326-4032

（株）川口設備 20,000 －2402無法

土１と１管１鋼１舗１水１
三重県四日市市桜町８４８３〒512-1211

川口　豊005336

TEL 0593-46-7933

（株）片岡 10,000 －2402有法

建１内１
三重県四日市市日永東３－８－２２〒510-0886

大道　佳子005341

TEL 0593-63-1488

松岡重機工業（株） 10,000 －2402有法

土１と１舗１
三重県四日市市松原町１５－１〒510-8015

松岡　重行005345

TEL 0593-22-0873

天白興業（株） 10,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市内山町８３７２〒512-1101

矢田　堅三005354

TEL 0593-46-0177

五　住設（株） 10,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市采女町３２０８－３〒510-0954

杉野　秀樹005355
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三州電設（株） 20,000 －2402無法

電２
三重県四日市市小古曽東２－９－９〒510-0951

清水　永行005359

TEL 059-353-2580

（株）伊藤デンテック 12,000 －2402無法

土１と１電１管１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
三重県四日市市ときわ３－２－１５〒510-0834

伊藤　康宏005360

TEL 0593-46-5627

藤田建材（株） 10,000 －2402無法

屋１板１内１
三重県四日市市大字六呂見字甚九郎田９５０－２〒510-0881

藤田　俊六005382

TEL 0593-46-2528

（有）奈良組 3,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市釆女が丘１－６〒510-0953

尾崎　理美005383

TEL 0593-31-5277

マルケン産業（株） 10,000 －2402無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
三重県四日市市西坂部町２３２２－１〒512-0913

平野　貴士005388

TEL 059-345-1246

（有）村山電気工事 8,000 －2402無法

電１
三重県四日市市日永西２－５－２０〒510-1891

水野　利昭005400

TEL 0593-31-5721

（有）大森タイル 5,000 －2402無法

タ１
三重県四日市市西坂部町９７７〒512-0913

大森　満005403

TEL 0593-22-1585

（有）松井設備 4,500 －2402無法

土１管１
三重県四日市市日永西１－７－１〒510-0891

吉田　尚子005405

TEL 059-329-2510

山泰建設（株） 50,000 －2402有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県四日市市水沢町１３５〒512-1105

鎌田　泰裕005407

TEL 059-337-9003

（株）豊電気工業 2,000 －2402無法

電１
三重県四日市市陶栄町１０－１４〒510-0035

槇田　健二005409

TEL 059-328-1926

（有）二共工業工事 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市山田町３０２０〒512-1111

矢田　敏秋005413

TEL 0593-32-0758

（株）ササキ塗研 10,000 －2402無法

と１屋１塗１防１
三重県四日市市大字西阿倉川１１３１－１〒510-0812

佐々木　康二005414

TEL 0593-26-1218

（株）多田電業社 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市下海老町２９０－２〒512-1203

多田　芳久005416
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加田組電気工事（株） 7,000 －2402無法

電１
三重県四日市市楠町南五味塚２８４〒510-0104

加田　直久005417

TEL 059-352-8706

東海水興（株） 10,000 －2402有法

管１機１
三重県四日市市浜田町６－１１〒510-0067

福山　剛弘005421

TEL 0593-26-3786

西林建材 －2402無個

土１と１
三重県四日市市菅原町４２２〒512-0925

西林　修005425

TEL 059-351-2225

三和塗装（株） 10,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市昌栄町２５－７〒510-0057

的場　信一005431

TEL 059-346-5151

三建金物（株） 30,000 －2402有法

具１
三重県四日市市日永西２－２１－１〒510-0891

上田　敏明005433

TEL 059-331-4831

（有）内田建築 3,000 －2402無法

建１大１内１
三重県四日市市八田２－８－１〒510-0001

内田　寛005444

TEL 059-332-2821

（株）南川建設 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市新浜町１５－１３〒510-0024

南川　文義005456

TEL 0593-21-8603

（株）大園建設 6,000 －2402無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
三重県四日市市笹川３－３８〒510-0944

向井　久夫005459

TEL 059-230-1131

（株）イセワン 50,000 －2404有法

土１と１鋼１舗１水１解１
三重県津市大里睦合町２５９７〒514-0126

水本　和良005462

TEL 059-352-2048

（株）藤村組工務店 10,000 －2402無法

土１
三重県四日市市北浜田町４－３〒510-0062

藤村　和久005465

TEL 0593-64-2324

川村造園（有） 3,000 －2402無法

土１と１園１
三重県三重郡川越町大字豊田９５５〒510-8122

川村　昭夫005472

TEL 0593-63-0600

（株）稲垣鉄工 30,000 －2402無法

建１鋼１
三重県四日市市広永町７４〒512-8061

稲垣　法信005474

TEL 0593-93-2495

望月建設（有） 3,000 －2402無法

建１大１
三重県三重郡菰野町大字千草６５３－１〒510-1251

望月　照幸005479
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TEL 059-345-9838

（株）幸伸工業 10,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市大池町４０－２〒510-0866

中村　欣央005483

TEL 059-336-6283

（株）大一興業 20,000 －2402無法

土１舗１
三重県三重郡菰野町大字竹成４１２７－２　プレステージ千種Ｂ　３０１号室〒510-1312

加藤　義人005487

TEL 0593-77-2636

（株）矢野組 40,000 －2402有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２
三重県三重郡朝日町小向７３６〒510-8102

矢野　元春005489

TEL 0593-31-3401

北村建設（有） 10,000 －2402無法

土１建１と１解１
三重県四日市市東坂部町１０２６－１〒512-0904

北村　繁朋005493

TEL 0593-54-1616

（株）中村不動産 10,000 －2402有法

土１建１
三重県四日市市芝田１－１０－１０〒510-0822

南山　昭彦005494

TEL 0593-21-3134

豊田造園 －2402無個

土１園１
三重県四日市市八王子町３８２〒510-0947

豊田　昭利005498

TEL 059-394-7878

（有）杜共工業 40,000 －2402無法

土２と２舗２
三重県三重郡菰野町大字池底１０〒510-1221

廣田　龍也005501

TEL 0593-45-1481

昭永工業（株） 30,000 －2402有法

と１塗１防１
三重県四日市市塩浜町１〒510-0851

廣田　武005508

TEL 059-374-4713

（株）ヒダカ 10,000 －2403無法

建１大１
三重県鈴鹿市下大久保町２１９３－１〒513-1123

日髙　昭典005510

TEL 059-326-1029

（有）坂井板金店 5,000 －2402無法

板１
三重県四日市市智積町１３４５－１〒512-1212

坂井　克行005514

TEL 059-334-7703

三興通信（株） 10,000 －2402無法

電１通１
三重県四日市市三ツ谷東町６－２８〒510-0801

高山　善揮005515

TEL 059-327-1313

（有）岩田造園 3,000 －2402無法

園１
三重県四日市市江村町９２０－５〒512-1206

岩田　春樹005517

TEL 059-326-1514

全研工業（有） 3,000 －2402無法

ガ１塗１防１内１具１
三重県四日市市下海老町３７９－４〒512-1203

池田　久憲005531
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TEL 0593-46-2800

（有）菅原塗装工業 3,000 －2402無法

と１塗１
三重県四日市市大池町３５－１〒510-0866

菅原　雅彦005535

TEL 0593-46-5776

日本計装（株） 10,000 －2402無法

電１機１
三重県四日市市泊町７－２〒510-0884

大念寺　訓005539

TEL 0593-32-3322

（株）タナカ 30,000 －2402有法

土１建１鋼１
三重県四日市市高浜新町２－１８〒510-0027

田中　俊徳005544

TEL 0593-21-2358

（有）太田工業 7,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市波木町１９８２－３６〒510-0961

太田　時義005560

TEL 059-332-5122

（株）東海テクノ 50,000 －2402有法

管１機１
三重県四日市市午起２－４－１８〒510-0023

田中　正廣005562

TEL 0593-46-8269

千手本田組 10,000 －2402無法

建１と１
三重県四日市市海山道町１－１３１〒510-0845

牧野　武005569

TEL 0593-32-1476

大和建産（株） 10,000 －2402無法

土１建１と１舗１
三重県四日市市西阿倉川１６２０〒510-0812

伊藤　考一005571

TEL 0593-28-1767

（有）平山建材 5,000 －2402無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１塗１園１水１
三重県四日市市堂ヶ山町６４１〒512-1115

平山　吉成005574

TEL 059-339-2368

片岡興建（有） 40,000 －2402無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県四日市市小牧町１１７７－１〒512-1303

片岡　剛005577

TEL 059-393-2563

山﨑組 －2402有個

土１管１
三重県三重郡菰野町大字宿野３９５〒510-1232

山﨑　直樹005579

TEL 0593-29-2128

（有）丸正重機土木 5,000 －2402有法

土１と１管１舗１解１
三重県四日市市水沢町２３８２〒512-1105

小林　秀樹005580

TEL 059-351-3711

小林設備工業（株） 10,000 －2402無法

土１管１水１
三重県四日市市西浦２－４－２０〒510-0071

小林　亮介005584

TEL 059-326-2720

（有）桜小川建築 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市智積町８０－１６〒512-1212

小川　賢一005585
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TEL 0593-46-1323

塩浜工運（株） 10,000 －2402有法

土１と１
三重県四日市市六呂見９０７－１〒510-0881

小川　富男005586

TEL 0593-53-1286

四日市電機（株） 30,000 －2402無法

電２通１
三重県四日市市蔵町８－１３〒510-0045

吉見　明博005590

TEL 0593-32-6110

（有）佐々木電気工事 5,000 －2402無法

と１電１
三重県四日市市三ツ谷東町９－１８〒510-0801

佐々木　勇人005591

TEL 059-331-6909

（有）兵頭工業 3,000 －2402無法

電１機１
三重県四日市市生桑町１６４２－５８〒512-0911

森　耕二005603

TEL 059-321-4018

（有）水谷工建 3,000 －2402無法

建１と１
三重県四日市市川島町７１８３－５〒512-0934

水谷　克之005605

TEL 059-390-3876

（株）イトウ総業 10,000 －2402有法

と１内１
三重県四日市市朝日町２－１２〒510-0061

伊藤　輝文005607

TEL 059-364-1700

美富士建設（株） 35,000 －2402無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２
三重県四日市市下之宮町２２５－１〒510-8028

昭本　智博005608

TEL 059-396-0748

（株）フジ住建 5,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大字小島３４７１〒510-1323

藤堂　圭二005616

TEL 0593-31-7878

（株）エヌイーエス 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市小杉町１８５７〒512-0902

野澤　好彦005618

TEL 059-345-4711

（有）名電設備工業 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市前田町２６－１〒510-0893

内山　武005628

TEL 0593-65-4635

（株）建築モリデラ 10,000 －2402無法

建１
三重県四日市市大字茂福１０９２－５〒510-8027

森寺　悟005630

TEL 059-322-3723

白井工業（株） 10,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市南小松町２６７９－４４〒510-0971

白井　昌幸005632

TEL 0593-32-5994

（有）三景造園 3,000 －2402有法

土１と１舗１園１
三重県四日市市尾平町２３８１－２〒512-0921

江川　剛005634
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TEL 059-351-0846

福道建設（株） 50,000 －2402無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市久保田２－３－９〒510-0821

清水　百合子005638

TEL 0593-33-6688

（有）タチハウジング 3,000 －2402有法

土１建１と１石１鋼１舗１塗１水１
三重県四日市市小杉新町３８〒512-0903

舘　英彦005643

TEL 059-364-0486

（有）大修建築 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市広永町３９５－２〒512-8061

長谷川　修005646

TEL 059-332-3348

（株）若林塗装 10,000 －2402無法

塗１防１
三重県四日市市羽津中１－４－１４〒510-0002

若林　祐介005653

TEL 059-332-7668

シンエイテック（株） 20,000 －2402有法

と１鋼１
三重県四日市市富士町９－１５〒510-0013

森　芳春005654

TEL 059-355-1255

（株）トヨダ工務店 10,000 －2402無法

建１
三重県四日市市諏訪栄町５－８－４０２ローレルタワーシュロア四日市〒510-0086

豊田　邦男005664

TEL 0593-77-2389

（有）朝日建材 10,000 －2402無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県三重郡朝日町埋縄１３０６〒510-8104

稲垣　利彦005667

TEL 0593-45-5910

大洋インテリア －2402無個

内１
三重県四日市市小古曽５－４－８〒510-0958

大橋　慶市005670

TEL 0593-65-6715

木下建築 －2402無個

建１
三重県四日市市大字羽津戊７１８〒510-0012

木下　一郎005671

TEL 059-352-7684

暁板金工業（株） 10,000 －2402無法

板１
三重県四日市市城東町１７－１５〒510-0824

加藤　功二005676

TEL 059-353-7171

（株）誠文社 50,000 －2402有法

内１機１具１
三重県四日市市鵜の森２－１０－７〒510-0074

西村　信博005682

TEL 0593-52-7344

（有）カツシマ 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市諏訪町１０－７〒510-0085

勝島　秀夫005685

TEL 059-364-8101

（株）中央鐵骨 48,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市黄金町４７〒512-8062

玉木　信介005686
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TEL 059-332-5065

（有）三重服部左官 4,000 －2402無法

土１建１左１タ１舗１
三重県四日市市小杉町９１５－１〒512-0902

服部　健介005687

TEL 059-397-5080

インテリアヤマナカ －2402無個

建１内１
三重県四日市市楠町本郷１６５０－１〒510-0106

山中　茂樹005688

TEL 0593-26-5191

（有）上水工務店 3,500 －2402無法

大１
三重県四日市市高角町１１９５－３〒512-0923

上水　香005697

TEL 059-352-9106

（有）森山建設 3,000 －2402無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県四日市市西伊倉町１１－６〒510-0831

森山　健治005698

TEL 059-365-6331

三岐通運（株） 80,000 －2402有法

土２建１と２石２電１鋼２舗２し２塗２機１水２解１
三重県四日市市富田３－２２－７９〒510-8014

土岐　淳005699

TEL 0593-97-3314

（有）伸和工業所 5,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市楠町北五味塚１３６０－１〒510-0103

加藤　直基005702

TEL 059-346-2221

勢和建設（株） 20,000 －2402無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市御薗町２－４１〒510-0862

齋藤　智仁005704

TEL 059-340-3677

（株）石田工事 1,000 －2402無法

機１
三重県四日市市生桑町２６２－７〒512-0911

石田　潤一郎005705

TEL 0593-53-5200

（有）米川電気 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市中川原３－２－２５〒510-0833

米川　竜児005709

TEL 059-364-3153

兼清土木（株） 20,000 －2402無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県四日市市川北３－１－４〒510-8031

荻須　清直005711

TEL 0593-77-4534

長島建設 －2402無個

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１
三重県三重郡朝日町大字埋縄１１９５ー８〒510-8104

長島　政弘005714

TEL 0593-97-2382

（有）下川工業 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市楠町本郷１７５１〒510-0106

下川　哲也005715

TEL 0593-31-8368

須藤溶接工業所 －2402無個

建１鋼１
三重県四日市市大宮町２７－４〒510-0003

須藤　啓一005718
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TEL 059-320-3618

（有）九州管工 3,000 －2402無法

と１管１鋼１機１
三重県四日市市山田町５０６２－１９〒512-1111

山下　耕司005720

TEL 0593-53-4046

三重防食（株） 10,000 －2402無法

防１
三重県四日市市ときわ３－１５－６〒510-0834

皆川　浩005721

TEL 0593-46-2771

（有）坂下工業 3,000 －2402無法

土１と１電１管１鋼１舗１水１
三重県四日市市高角町８６－１〒512-0923

坂下　二三生005731

TEL 059-345-1848

三興産業（株） 21,000 －2402有法

機１
三重県四日市市前田町３０－１８〒510-0893

大久保　尚005733

TEL 059-331-7850

（有）紀州興業 28,000 －2402無法

土２と２鋼２舗２塗２水１解２
三重県四日市市生桑町８３０－１〒512-0911

荻野　浩一005735

TEL 0593-53-0537

（株）宮崎家具木工所 10,000 －2402無法

内１
三重県四日市市新町１０－９〒510-0092

宮﨑　清005736

TEL 0593-46-3535

ナカセ設備（株） 10,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市貝塚町字池端１４５－２５〒510-0873

松田　裕孝005737

TEL 0593-46-3772

（株）ホクト 10,000 －2402無法

土１管１鋼１機１
三重県四日市市塩浜本町１－６８〒510-0854

北村　登005741

TEL 059-366-7180

（有）中井産業 5,000 －2402無法

土１と１
三重県四日市市大矢知町５５７－７〒510-8034

須藤　真由美005748

TEL 059-321-9831

（株）新田組 5,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市川島新町１７〒512-0935

新田　孝三005751

TEL 059-364-8373

東ソー霞エンジ（株） 20,000 －2402有法

土２建２と２屋２電２管２鋼２舗２塗２防２内２機２絶２通１水２消１解２
三重県四日市市霞１－１〒510-0011

德永　彰005752

TEL 0593-45-0648

（有）新川組 10,000 －2402無法

土１と１石１舗１し１園１解１
三重県四日市市小古曽１－１－２０〒510-0958

新川　弘晃005761

TEL 0593-64-7786

大長建築（有） 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市富田一色町１９－９〒510-8004

鈴木　長永005766
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TEL 0593-26-4841

（有）園田建設 7,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市あがたが丘２－５－２〒510-1202

園田　治夫005767

TEL 059-397-3011

タカオカ（株） 10,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市楠町北五味塚３９６－１〒510-0103

髙岡　陽平005769

TEL 0593-47-2211

（有）日進産業 3,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市海山道町１－１５０〒510-0845

篠原　將明005771

TEL 0593-47-0664

（有）伊藤工業 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市河原田町４９１－６〒510-0874

伊藤　雄太005774

TEL 0593-38-6734

三友工業（有） 5,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市あかつき台３－１－１８２〒512-8046

敷波　勇三005776

TEL 059-320-3200

（有）伊藤左官店 3,000 －2402無法

左１タ１
三重県四日市市西日野町１５８６－１〒510-0943

古川　博喜005781

TEL 059-331-4902

（株）カワサキグリーン 10,000 －2402有法

土１と１園１
三重県四日市市小杉町１００３〒512-0902

川嵜　基晴005785

TEL 0593-77-4078

（有）矢野設備工業所 3,000 －2402無法

土１管１水１
三重県三重郡朝日町大字小向２０４３－３〒510-8102

矢野　善徳005790

TEL 0593-65-6735

伊藤板金工業（株） 10,000 －2402無法

屋１板１
三重県四日市市千代田町４０８－３〒512-8065

樋口　初男005791

TEL 059-332-0022

ワコー工業（株） 10,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市午起３－１１－２０〒510-0023

北村　公治005799

TEL 059-361-3923

（株）ビコーインプレス 20,000 －2402有法

土２建２大２と２屋２鋼２内２解２
三重県四日市市大字羽津４３５０－１〒510-0012

近藤　伸悟005809

TEL 059-332-3931

（有）三杉造園 5,000 －2402有法

土１と１園１解１
三重県四日市市小杉町２１〒512-0902

川崎　匡剛005823

TEL 0593-45-2645

（有）永田精工 5,000 －2402無法

機１
三重県四日市市小古曽３－１－２６〒510-0958

永田　吉秀005824
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TEL 0593-32-0217

（有）市建 5,000 －2402有法

建１
三重県四日市市生桑町２２１２－１４８〒512-0911

市川　征彦005827

TEL 0593-21-3510

北三重技建（株） 20,000 －2402無法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２塗２防２内２具２水２解２
三重県四日市市八王子町２３８０－３〒510-0947

小林　寛也005833

TEL 0593-65-0400

（有）天野電機工業所 3,000 －2402有法

電１
三重県四日市市住吉町１５－１０〒510-8003

天野　晴之005836

TEL 059-396-4747

（株）マツオカ鉄工 3,000 －2402無法

建１鋼１
三重県三重郡菰野町大字竹成４７１７－１〒510-1312

松岡　順子005839

TEL 0593-47-0899

（株）センシン 30,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市宮東町３－３４－１〒510-0843

大島　嘉徳005841

TEL 059-332-0225

（株）羽田工業 12,000 －2402無法

と１塗１防１機１解１
三重県四日市市西坂部町３５９１－２〒512-0913

羽田　健005843

TEL 059-398-3311

長谷川シャッター工業（株） 50,000 －2402無法

板１内１具１
三重県四日市市楠町北五味塚３３７－１〒510-0103

長谷川　達智005849

TEL 059-364-1955

川越造園（同） 1,340 －2402有法

園１
三重県三重郡川越町大字亀崎新田７７－５７０〒510-8114

柳川　信裕005850

TEL 0593-26-5850

（有）服部建設工業 20,000 －2402無法

土２建１と２管１舗２塗２
三重県四日市市平尾町２８００－２〒512-1205

服部　勇史005853

TEL 0593-51-7233

城西電機（株） 10,000 －2402有法

電１
三重県四日市市伊倉１－１－３７〒510-0832

金光　安雄005858

TEL 0593-31-7148

（有）服部建築工房 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市小杉町１０９４〒512-0902

服部　高明005864

TEL 0593-26-2035

（有）姫野業務店 3,000 －2402無法

左１
三重県四日市市智積町３４１７－３〒512-1212

姫野　佳成005865

TEL 059-397-4702

協栄土木（株） 20,000 －2402有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２水２清１
三重県四日市市楠町小倉１８７５〒510-0101

立木　直樹005871
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TEL 0593-94-1102

中島建設 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町大字宿野１４３３－３〒510-1232

中島　隆夫005874

TEL 0593-31-2043

（株）昭和産業 10,000 －2402有法

管１消１
三重県四日市市東新町４－２６〒510-0025

藤岡　傳005877

TEL 0593-47-1203

（有）大和工業所 10,000 －2402無法

絶１
三重県四日市市馳出町２－５〒510-0855

田邉　日出生005882

TEL 0593-46-2521

（株）ケイデン 26,000 －2402有法

電２機１
三重県四日市市塩浜町１〒510-0851

千葉　直雄樹005884

TEL 059-333-6715

海渡板金 －2402無個

板１
三重県四日市市小杉町９１５－２〒512-0902

海渡　真樹005887

TEL 059-383-7053

（有）宝栄工業 3,000 －2403無法

管１機１
三重県鈴鹿市池田町１１０５－１〒513-0032

石故　愛二005888

TEL 0593-93-4233

（有）原電気工事 3,000 －2402無法

電１
三重県三重郡菰野町大字潤田６５０－５２〒510-1253

原　義人005900

TEL 059-363-5555

チヨダウーテ（株） 5,960,988 －2402有法

建１内１
三重県三重郡川越町大字高松９２８〒510-8570

平田　晴久005914

TEL 0593-32-7107

（株）迫田工業 10,000 －2402無法

土１左１と１舗１水１
三重県四日市市東坂部町１３４８〒512-0904

迫田　良信005916

TEL 059-363-0121

マル天水谷組（有） 3,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市西富田町５４４〒510-8024

水谷　真治005918

TEL 059-363-1213

内田鍛工（株） 99,000 －2402有法

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１水１解１
三重県四日市市黄金町５８〒512-8062

内田　洋一郎005920

TEL 0593-26-5481

（有）太陽工業 3,000 －2402無法

管１消１
三重県四日市市菅原町１５７－１０〒512-0925

小林　修治005923

TEL 059-365-4458

荒木造園土木 －2402有個

土１園１
三重県四日市市大字茂福２９２〒510-8027

荒木　治夫005937
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TEL 059-328-8448

（株）海伸工業 10,000 －2402無法

と１鋼１
三重県四日市市桜町７３８９－１〒512-1211

吉垣　尊広005944

TEL 0593-46-6155

（株）たなべ 10,000 －2402無法

建１
三重県四日市市日永西５－１１－１５〒510-0891

田邊　伊久雄005954

TEL 059-326-4321

（株）富洋組 20,000 －2402無法

土２と２石２管１鋼２舗２塗２園２水２解２
三重県四日市市高角町９１８－２〒512-0923

近藤　雅幸005955

TEL 0593-94-1641

山川設備工業（有） 10,000 －2402無法

土１管１
三重県三重郡菰野町大羽根園青葉町１２－２０〒510-1246

山川　真輝005959

TEL 0593-39-0291

四日市建材 －2402無個

土１
三重県四日市市中野町５０２－４〒512-1304

市川　之005961

TEL 0593-53-0828

（株）プロットシステム 10,000 －2402有法

土１建１
三重県四日市市新正２－１５－６〒510-0064

岩田　春雄005962

TEL 0593-29-2121

千葉建設（株） 12,000 －2402無法

土１建１と１舗１
三重県四日市市水沢町横堀５０３０－１〒512-1105

千葉　勇治005965

TEL 0593-33-2711

（株）笹川緑化センター 10,000 －2402無法

土１と１園１
三重県四日市市生桑町３２１－４〒512-0911

岩花　林蔵005966

TEL 0593-21-8758

（有）川畑組 3,000 －2402無法

建１と１
三重県四日市市笹川７－８８－２〒510-0944

川畑　明彦005977

TEL 059-321-2509

ミトミ産業（有） 5,000 －2402無法

土１と１舗１塗１
三重県四日市市波木町１２７４〒510-0961

竹田　万弓005979

TEL 0593-52-5657

（有）石川畳店 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市中部１３－７〒510-0082

石川　勝彦005984

TEL 059-321-1272

宮古島建設工業（株） 10,000 －2402有法

土１と１鋼１舗１解１
三重県四日市市波木町４９１〒510-0961

前泊　英子005989

TEL 059-397-2902

（株）伊勢森建設 30,000 －2402無法

土２と２舗２
三重県四日市市楠町北一色２２７－１〒510-0107

山田　篤史005992
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TEL 0599-47-3345

三橋左官 －2408無個

左１屋１タ１
三重県志摩市阿児町安乗８４１－６〒517-0507

三橋　斉紀005997

TEL 059-382-8327

白石建設 －2403無個

土１建１と１舗１水１
三重県鈴鹿市一ノ宮町１５６０－１〒513-0031

白石　眞治006006

TEL 059-371-1608

（有）辻尾工業所 3,000 －2403無法

土１建１鋼１
三重県鈴鹿市山本町２０１－１４〒519-0315

小林　亮永006014

TEL 059-382-2748

（株）中勢レッカー 10,000 －2403無法

土１と１機１
三重県鈴鹿市安塚町４１１－２〒513-0818

佐々木　崇文006015

TEL 05958-3-0700

（株）Ｌｉｖｉｎｇ　Ｍｏｔｉｆ　ＫＩＫＩ 10,000 －2403有法

建１
三重県亀山市天神１－２－１１－１〒519-0142

竹森　徳人006023

TEL 059-387-5183

（有）銀座不動産 8,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市白子町字深田５６－２〒510-0244

和田　達雄006025

TEL 059-374-1518

（株）幸泉 30,000 －2403有法

土１建１と１石１管１舗１園１
三重県鈴鹿市石薬師町３１８〒513-0012

田中　良樹006026

TEL 059-378-1723

（有）丸佐建設工業 24,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市庄野東３－５－３３〒513-0832

阪　勇二006028

TEL 059-386-6110

（有）大日向管工 3,000 －2403無法

土１と１管１
三重県鈴鹿市稲生塩屋１－７－３０〒510-0207

大日向　孝章006031

TEL 059-383-4517

三田工業（株） 10,000 －2403無法

建１鋼１ガ１具１
三重県鈴鹿市安塚町字源平塚１３５０－１５〒513-0818

田中　美守006041

TEL 0593-32-3585

三和機設工業（有） 3,000 －2402無法

管１鋼１
三重県四日市市三重１－８４〒512-0912

中村　惠美子006042

TEL 059-374-3372

（有）岡電工 6,000 －2403有法

電１
三重県鈴鹿市下大久保町２２９０－１０〒513-1123

岡　久幸006046

TEL 05958-5-0259

西村建設（株） 20,000 －2403有法

土１と１舗１水１
三重県亀山市安坂山町７１９－１〒519-0223

西村　登006050
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TEL 059-371-0440

（有）北川鉄建 5,000 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市東庄内町４３１８〒519-0272

北川　橋光006063

TEL 059-371-1331

（株）三鈴緑化サービス 10,000 －2403有法

土１園１
三重県鈴鹿市小社町畔田８８５〒519-0324

堤　栄良006064

TEL 05958-5-0510

（有）東宏建材 5,000 －2403無法

建１屋１
三重県亀山市安坂山町２２３５－２〒519-0223

早川　典宏006065

TEL 059-386-1060

市川木工所 －2403無個

具１
三重県鈴鹿市磯山３－６－１５〒510-0256

市川　求006067

TEL 059-378-4453

（有）杉原設備 5,000 －2403無法

土１管１舗１水１
三重県鈴鹿市庄野町１５－２〒513-0831

杉原　孝夫006070

TEL 05958-2-8834

（有）森水道 5,000 －2403無法

土１建１管１舗１水１
三重県亀山市野村１－１－１７〒519-0165

森　義昭006076

TEL 059-374-3366

イチオ建設 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市木田町１３８６－２〒513-0015

一尾　恭司006080

TEL 059-385-5139

（株）長太建設 10,000 －2403無法

土１と１管１舗１
三重県鈴鹿市長太旭町４－１８－８〒513-0042

田中　景治006081

TEL 059-385-4766

（有）ベターハウジング 5,000 －2403無法

建１管１
三重県鈴鹿市若松北１－１６－２６〒510-0223

佐野　裕之006086

TEL 059-385-3194

中島電気工業所 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市長太新町４－４－８〒513-0041

中島　高成006089

TEL 059-378-0734

タマケンホーム（株） 10,000 －2403有法

建１大１
三重県鈴鹿市高塚町１４５１－１２５〒513-0011

玉村　英明006093

TEL 059-369-2882

松葉建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市西条３－１２－２５〒513-0809

松葉　浩昌006111

TEL 059-378-1770

木村工務店 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市平田本町２－１３－６〒513-0848

木村　隆則006113
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TEL 059-383-0373

山中建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市三日市１－１０－２６〒513-0807

山中　進006114

TEL 059-380-6555

（株）葵 60,000 －2403無法

建１大１と１ガ１塗１内１具１
三重県鈴鹿市稲生町７８１１－１〒510-0201

樋口　勝幸006124

TEL 059-378-1426

（株）住吉工務所 10,000 －2403無法

土１左１と１管１タ１
三重県鈴鹿市住吉３－２６－１４〒513-0826

尾﨑　悦三006128

TEL 059-382-6125

近藤緑化（株） 20,000 －2403有法

土２建１と２石２鋼２舗２塗２園２水２
三重県鈴鹿市矢橋１－２３－４〒513-0036

近藤　敏006132

TEL 059-395-3600

鈴鹿防災（株） 10,000 －2403有法

消１
三重県鈴鹿市中箕田１－２７－２０〒513-0054

久畑　年生006134

TEL 059-371-1111

（株）法寿園 20,000 －2403無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
三重県鈴鹿市椿一宮町１６１０－３〒519-0312

田中　寛一006139

TEL 059-371-0619

椿緑化（株） 10,000 －2403無法

土１園１
三重県鈴鹿市山本町２０３－５〒519-0315

山岡　勝幸006140

TEL 059-387-4263

（株）宮村アルミサービス 10,000 －2403無法

建１と１園１
三重県鈴鹿市北江島町３０－２６〒510-0232

宮村　誠006143

TEL 059-382-5577

勢州建設（株） 48,000 －2403有法

土２と２管１鋼２舗２水２解２
三重県鈴鹿市西条３－７－２２〒513-0809

伊藤　隨006156

TEL 05958-5-0534

（株）野村建設 10,000 －2403有法

土１建１
三重県亀山市川崎町４６７８〒519-0211

野村　壽夫006161

TEL 059-351-0190

若松建軌工業（株） 10,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市南起町５－１４〒510-0056

茂澄　弘006162

TEL 059-386-0559

鈴鹿亀井鉄筋土木 －2403無個

筋１
三重県鈴鹿市岸岡町３０９６－６８〒510-0226

亀井　勇治006165

TEL 059-386-1841

（有）亀井建設工業 3,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市南若松町２６６－９〒510-0227

亀井　英樹006168
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TEL 05958-2-5921

（株）神野工業 10,000 －2403無法

建１屋１板１
三重県亀山市栄町１４８８－１７９〒519-0111

神野　隆之006171

TEL 059-386-6925

（有）佐久間工業 10,000 －2403無法

筋１
三重県鈴鹿市東旭ケ丘６－１３－１〒510-0211

南部　浩一006173

TEL 059-374-3061

大和土木（有） 40,000 －2403有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２解２
三重県鈴鹿市石薬師町２１５５－４〒513-0012

川北　和幸006177

TEL 059-346-8836

楠戸工業（株） 10,000 －2402無法

ガ１具１
三重県四日市市塩浜町１－８６〒510-0851

楠戸　道夫006178

TEL 059-382-6411

成尾サッシ工業（株） 10,000 －2403有法

具１
三重県鈴鹿市南玉垣町５８６５〒513-0816

成尾　隆治006184

TEL 059-374-0287

市川製瓦（株） 10,000 －2403無法

屋１
三重県鈴鹿市深溝町３１７５－３４〒519-0321

市川　喜代一006188

TEL 059-387-1921

（有）共和建設 20,000 －2403無法

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２園２水２解２
三重県鈴鹿市磯山４－８－２５〒510-0256

砂押　秀樹006189

TEL 059-370-1005

ハウスセンターオカベ（株） 99,800 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市阿古曽町８－１８〒513-0828

海原　琢磨006195

TEL 059-383-3322

（有）吉澤組 5,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市南玉垣町７１６０－２〒513-0816

吉澤　篤志006197

TEL 059-374-0222

栗原設備工業（有） 5,000 －2403無法

土１管１
三重県鈴鹿市石薬師町５７１－７５〒513-0012

栗原　勇気006206

TEL 059-382-1729

冨田塗装（有） 6,000 －2403無法

塗１
三重県鈴鹿市神戸６－１０－４３〒513-0801

冨田　賢006209

TEL 059-382-1656

三鈴建設（株） 10,000 －2403有法

建１鋼１
三重県鈴鹿市西条６－１００〒513-0809

山田　光子006213

TEL 059-382-0774

東海造園土木（株） 30,000 －2403有法

土２と２管２舗２園２水２
三重県鈴鹿市神戸３－２３－３７〒513-0801

儀賀　悟006225
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TEL 059-383-6071

（株）中央エンジニアリング 12,000 －2403無法

管１機１
三重県鈴鹿市池田町字櫛引１１１１－２〒513-0032

後藤　英也006228

TEL 059-382-0375

（有）ヤマモト 10,000 －2403有法

建１鋼１
三重県鈴鹿市西条９－１４〒513-0809

山本　有恭006235

TEL 059-385-0397

（有）佐野建設 8,000 －2403無法

土１と１管１舗１し１園１水１
三重県鈴鹿市長太旭町４－１８－３０〒513-0042

佐野　寿006239

TEL 059-386-1039

向川管工 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市稲生塩屋２－３－３３〒510-0207

向川　義高006250

TEL 05958-2-9201

（有）河村設備 3,000 －2403無法

土１と１管１舗１水１
三重県亀山市木下町５２２〒519-0148

河村　建006254

TEL 059-378-2191

（有）山中建設 3,000 －2403無法

土１建１と１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県鈴鹿市国府町２２００－１９４〒513-0836

山中　達也006260

TEL 0595-82-3302

駒田建設 －2403無個

土１建１と１鋼１舗１水１
三重県亀山市長明寺町３９４〒519-0214

臼田　輝美006261

TEL 059-382-0338

オオトリ住宅産業（株） 30,000 －2403有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県鈴鹿市安塚町１２７５〒513-0818

樋口　博幸006268

TEL 059-382-5284

（株）水道修理センター 10,000 －2403無法

土１管１舗１
三重県鈴鹿市矢橋１－２０－９〒513-0036

水谷　健治006269

TEL 059-379-1132

（株）伊勢土木 40,000 －2403有法

土２と２石２鋼２舗２し２園１水２解２
三重県鈴鹿市阿古曽町３１－５〒513-0828

田上　顕也006270

TEL 059-383-0130

カトウ管工（有） 5,000 －2403無法

土１管１舗１水１
三重県鈴鹿市柳町６２４〒513-0811

加藤　修弘006271

TEL 059-378-7001

（有）河田不動産 5,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市平田新町５－１〒513-0845

河田　勝正006273

TEL 059-385-0309

真栄電気工事（株） 10,000 －2403無法

電１通１
三重県鈴鹿市若松北２－１７－２０〒510-0223

小林　照芳006281
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TEL 059-374-1892

は建築 －2403無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県鈴鹿市国分町２１－１〒513-0013

永戸　伸浩006282

TEL 059-374-0271

（株）ツルタ建装社 5,000 －2403無法

ガ１内１具１
三重県鈴鹿市下大久保町２１５３〒513-1123

鶴田　利明006286

TEL 059-374-2470

（有）舘工業所 3,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市深溝町１４２０－３〒519-0321

仙波　学006291

TEL 059-382-3577

（有）協和工業 3,000 －2403無法

屋１板１
三重県鈴鹿市十宮４－２７－７〒513-0037

後藤　健悟006292

TEL 059-386-0756

（有）ヒカリ住建 5,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市東旭が丘６－６－３３〒510-0211

飯田　容一郎006302

TEL 059-382-2627

（有）丸昭土木 21,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市竹野２－１２－１８〒513-0025

酒井　俊昭006304

TEL 0595-82-7212

三宝電設（株） 20,000 －2403無法

電１管１消１
三重県亀山市住山町９０５－１９〒519-0162

坂　勝006308

TEL 059-383-3654

大双建設（有） 10,000 －2403無法

土１と１管１舗１し１水１
三重県鈴鹿市三日市３－１５－２６〒513-0807

鎌田　信次006311

TEL 05958-3-0235

トヨダ建設（有） 5,000 －2403無法

建１鋼１
三重県亀山市菅内町１６３０－１〒519-0132

豊田　良子006315

TEL 059-385-0812

（有）結城建設 10,000 －2403無法

建１大１
三重県鈴鹿市若松中１－３－３０〒510-0224

結城　賢006323

TEL 059-382-4306

（有）松野建設 20,000 －2403無法

土２建２と２石２舗２解２
三重県鈴鹿市林崎２－９－２０〒513-0058

松野　暁広006328

TEL 059-378-5603

（有）加藤電機工事 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市住吉２－１３－３２〒513-0826

加藤　満006331

TEL 059-382-4340

安田鉄工所 －2403無個

鋼１
三重県鈴鹿市三日市２－１－２１〒513-0807

安田　佐久男006334
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TEL 059-378-9167

（有）藤井工業所 3,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市岡田２－８－１〒513-0027

田中　清006336

TEL 059-385-0178

（株）岩崎建築 5,000 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市若松中２－１－２６〒510-0224

岩崎　喜好006338

TEL 059-382-5158

石鈴産業（株） 31,500 －2403有法

土２と２舗２園１解１
三重県鈴鹿市甲斐町８１－１〒513-0021

若林　太郎006339

TEL 059-385-3984

（有）大桑建塗工業 5,000 －2403無法

塗１防１
三重県鈴鹿市長太栄町４－２２－６〒513-0043

中西　博義006341

TEL 059-383-4502

フクオカ建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市東玉垣町５００－９〒513-0814

福岡　光一006346

TEL 059-386-1616

（有）にしたに 3,000 －2403無法

建１大１内１具１
三重県鈴鹿市東旭が丘１－２－４５〒510-0211

西谷　省吾006347

TEL 0593-28-3113

和光金属（株） 10,000 －2402無法

具１
三重県四日市市六名町８６１－１７〒512-1116

西脇　弘明006349

TEL 059-385-5254

（有）大貴建設 30,000 －2403無法

土１舗１
三重県鈴鹿市南長太町２２５１〒513-0048

西村　浩二006354

TEL 059-383-1918

ミトミ産業（有） 5,000 －2403無法

土１建１と１舗１塗１
三重県鈴鹿市末広東１－６〒513-0851

郡司　三男006359

TEL 059-383-4303

（株）メイク．プラスター 10,000 －2403無法

左１
三重県鈴鹿市南玉垣町６８９８〒513-0816

荻野　勝次006368

TEL 059-386-3214

中川電気 －2403有個

電１
三重県鈴鹿市野町中１－１－１〒510-0216

中川　秀樹006376

TEL 059-382-2680

林建材（株） 80,000 －2403有法

土１建１左１と１管１タ１
三重県鈴鹿市飯野寺家町６６－１〒513-0802

林　健一郎006377

TEL 059-371-0634

（有）奥村工業 3,000 －2403無法

鋼１機１
三重県鈴鹿市椿一宮町１５５９－６〒519-0312

奥村　秀則006379



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

114頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0595-96-0556

ミヤザキ社寺業（有） 3,000 －2403無法

建１
三重県亀山市関町木崎９４９－１〒519-1107

宮﨑　直樹006380

TEL 059-375-4888

（有）中島電気工事 5,000 －2403無法

電１管１通１
三重県鈴鹿市算所５－１６－２０〒513-0806

中島　保夫006384

TEL 05958-5-0758

中川木材 －2403有個

建１大１と１屋１タ１内１
三重県亀山市小川町２２０６〒519-0161

中川　基郎006385

TEL 05958-2-6659

村田建築 －2403無個

建１
三重県亀山市布気町９７１－１１〒519-0166

村田　直一006393

TEL 059-382-3630

須賀（株） 20,000 －2403無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県鈴鹿市須賀２－５１７－１〒513-0034

岡田　達也006397

TEL 059-371-1511

（株）フジスタッフィング 20,000 －2403有法

土１建１電１管１防１機１消１
三重県鈴鹿市長沢町字新沢１８１５－３〒519-0314

河島　博006402

TEL 05959-8-0327

小森建設工業 －2403無個

建１
三重県亀山市加太北在家６００３－３〒519-1128

小森　保孝006406

TEL 059-387-4799

里和工業（株） 10,000 －2403無法

土１管１
三重県鈴鹿市野町西２－６－１２〒510-0218

里和　一也006408

TEL 0595-83-3333

吉田工業（株） 20,000 －2403有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県亀山市北山町５－１９〒519-0117

吉田　柄煥006410

TEL 05958-2-3757

イワマ（祥）建築 －2403無個

建１
三重県亀山市御幸町８７〒519-0155

岩間　※郎006415

TEL 059-383-2887

大勢電気（有） 3,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市土師町９４０〒513-0812

八田　勉生006416

TEL 059-382-4325

（有）今井硝子 3,000 －2403無法

ガ１具１
三重県鈴鹿市西条６－１０３〒513-0809

今井　伴康006417

TEL 059-383-4144

（株）大栄管清土木 20,000 －2403有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県鈴鹿市柳町１４４７〒513-0811

大谷　業人006419
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TEL 059-379-0327

藤野鉄工（有） 5,000 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市石薬師町３１５１－１７４〒513-0012

藤野　浩006424

TEL 059-374-0009

（有）ヤマハルホーム 3,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市岸田町１５４０〒513-1121

尾﨑　斉006428

TEL 059-382-5698

（有）森管工 10,000 －2403無法

管１鋼１機１
三重県鈴鹿市池田町１２４５－１〒513-0032

森　敏章006431

TEL 059-371-0761

（株）アセアン・アドバンス 10,000 －2403無法

土１建１と１管１舗１
三重県鈴鹿市山本町１２４１－９〒519-0315

村上　誠006435

TEL 0593-21-5116

（株）千歳 10,000 －2402無法

土１建１左１と１タ１
三重県四日市市波木町１０９７－４４〒510-0961

千歳　秋子006439

TEL 059-382-2386

（有）青雲工業 3,000 －2403無法

土１建１鋼１
三重県鈴鹿市稲生町池の下７９９０－８〒510-0201

鎌田　浩司006442

TEL 059-382-7055

三重美建（株） 20,000 －2403無法

建１大１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市西条４－４〒513-0809

伊藤　公詞006445

TEL 059-374-2684

（有）美清園 3,000 －2403無法

土１と１舗１園１
三重県鈴鹿市深溝町１７２０〒519-0321

　　唯光006446

TEL 059-385-2825

（有）馬場組 3,000 －2403無法

と１機１
三重県鈴鹿市一ノ宮町２－１〒513-0031

馬場　宣和006455

TEL 05958-2-8034

（有）サクラギ建装 5,000 －2403無法

建１大１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
三重県亀山市布気町１１９７－７〒519-0166

櫻木　卓也006460

TEL 059-382-3390

太陽電気（株） 7,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市地子町７４８〒513-0821

藤澤　竜※006465

TEL 059-387-4932

樋口塗装店 －2403無個

塗１
三重県鈴鹿市稲生塩屋１－９－８〒510-0207

樋口　照巳006469

TEL 0595-82-0088

（株）村山設備 5,000 －2403無法

土１と１管１水１
三重県亀山市太岡寺町１０〒519-0168

村山　勝哉006473
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TEL 059-387-4268

南建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市岸岡町３０９０－５１〒510-0226

南　陽一郎006478

TEL 059-382-6200

廣瀬土建（株） 10,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市地子町字金生水６２９－１〒513-0821

廣瀬　雅之006479

TEL 059-383-1908

（株）丸藤建設 10,000 －2403無法

土１建１
三重県鈴鹿市南玉垣町６５０４－１〒513-0816

藤本　佳祐006488

TEL 059-374-2835

打田水道 －2403無個

土１管１
三重県鈴鹿市深溝町３９８５〒519-0321

打田　昇006489

TEL 059-386-4710

三舞建設（株） 20,000 －2403無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県鈴鹿市秋永町２０１７〒510-0258

下　悦男006492

TEL 059-378-8939

伊藤設備工業 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市道伯町２１５０－５７〒513-0824

伊藤　幸男006497

TEL 059-378-7267

上杉建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市庄野町１５－２８〒513-0831

上杉　哲也006498

TEL 059-234-4509

原タイル（株） 10,000 －2404有法

タ１
三重県津市雲出本郷町１８７７－１〒514-0304

原　伸介006505

TEL 059-225-2551

（株）藤川工務店 20,000 －2404無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２具２解２
三重県津市半田７６－５〒514-0823

藤川　博006506

TEL 059-237-0578

（有）下田建設 4,000 －2404無法

建１大１
三重県津市片田田中町１７５２〒514-0081

下田　学006512

TEL 059-226-6411

（株）東洋光和 20,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県津市半田１９５６〒514-0823

芳村　豊行006527

TEL 059-234-3855

ホンダ建設（有） 5,000 －2404無法

建１
三重県津市城山１－１３－３〒514-0818

本田　幸伸006533

TEL 059-268-1950

（有）武智建設 30,000 －2404有法

土１と１舗１
三重県津市安濃町大塚５５８－１〒514-2323

岸田　充功006537
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TEL 059-225-1247

（有）黒田工業 10,000 －2404無法

土１と１管１鋼１舗１し１水１
三重県津市乙部２２０２－７〒514-0016

黒田　浩市006540

TEL 059-266-0070

水谷鉄工（株） 10,000 －2404無法

建１鋼１
三重県津市芸濃町椋本２８４０〒514-2211

水谷　優006546

TEL 059-245-3366

寺西建築（株） 5,000 －2404無法

建１大１
三重県津市河芸町西千里１６２５〒510-0301

寺西　崇晃006549

TEL 059-232-1661

三善設備（株） 10,000 －2404無法

管１
三重県津市一身田中野字講田３８９－７〒514-0112

岡本　光代006551

TEL 0593-53-3802

太平電気工事（株） 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市赤堀１－１－１２〒510-0826

平井　英雄006552

TEL 0593-53-5581

（株）近澤 10,000 －2402有法

鋼１
三重県四日市市昌栄町６－７〒510-0057

吉川　哲司006554

TEL 059-245-3330

（株）増川配管設備 20,000 －2404無法

土２建１と２石２電２管２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県津市河芸町千里ケ丘３８－７〒510-0302

増川　至006555

TEL 059-234-3491

（株）花井建設 10,000 －2404無法

土１建１大１と１屋１舗１内１
三重県津市高茶屋３－１６－２０〒514-0819

花井　昌之006565

TEL 059-279-2384

小川建築 －2404無個

建１
三重県津市美里町南長野６６〒514-2114

小川　克美006567

TEL 059-232-4583

西田興業（株） 13,000 －2404無法

土１建１と１舗１
三重県津市白塚町２５７８〒514-0101

西田　隆一006571

TEL 059-245-6061

（株）木村塗装 1,000 －2404無法

塗１
三重県津市河芸町影重９１８－１〒510-0307

木村　嘉伸006581

TEL 059-234-2299

（有）津電設工業 5,000 －2404無法

電１
三重県津市雲出島貫町７７２－３〒514-0305

村島　勲006583

TEL 059-232-7110

（有）舟橋明楽園 5,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県津市白塚町４３７２－１〒514-0101

舟橋　秀樹006588
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TEL 059-227-0031

（有）イケバン 7,500 －2404無法

屋１板１
三重県津市八町３－１４－７〒514-0041

池田　慎弥006590

TEL 059-231-1177

大忠建設 －2404無個

建１
三重県津市栗真中山町２２２〒514-0103

大河内　健次006594

TEL 059-232-2713

（有）古市建設 5,000 －2404無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１板１塗１防１内１具１水１
三重県津市白塚町３４２２〒514-0101

古市　哲也006596

TEL 090-3385-2706

（株）木神楽 5,000 －2404無法

建１
三重県津市榊原町２１６１－２－１〒514-1251

髙橋　一浩006599

TEL 059-228-9305

（有）岩田電気工事 5,000 －2404無法

電１
三重県津市柳山津興４０９〒514-0803

岩田　篤006602

TEL 059-383-3368

（有）伊藤植正園 3,000 －2403有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県鈴鹿市西条６－７７〒513-0809

伊藤　正康006605

TEL 059-231-2770

（有）松村土木 20,000 －2404無法

土２と２鋼２舗２塗２水２
三重県津市大里窪田町１７５２－３〒514-0125

松村　和雄006612

TEL 059-234-8173

（有）横山建具店 5,000 －2404有法

具１
三重県津市高茶屋小森町字大新田２８９２－２７３〒514-0817

横山　耕二006626

TEL 059-234-5612

（株）和田建設工業 20,000 －2404無法

土１建１左１タ１
三重県津市城山２－１７－５〒514-0818

和田　清006631

TEL 059-268-2454

（株）河合組 45,000 －2404無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
三重県津市安濃町東観音寺１９９－３〒514-2326

笠井　秀昌006636

TEL 059-226-1001

（株）三重空調 20,000 －2404有法

土１と１電１管２水１消１
三重県津市桜田町９－１０〒514-0047

西村　吉信006640

TEL 059-234-3098

（株）鈴木土建 3,000 －2404無法

土１建１大１と１石１鋼１舗１内１水１
三重県津市高茶屋小森町１０５１－２〒514-0817

鈴木　浩006653

TEL 059-228-0341

菊山鋼材（株） 25,000 －2404有法

と１屋１鋼１筋１板１具１
三重県津市野崎垣内岩田３６３〒514-0836

菊山　征二006656
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TEL 059-223-1111

（株）カンキョー 20,000 －2404有法

土２建１と２電２管２鋼２舗２し２塗２内１機１水２消１清１解２
三重県津市住吉町１－１０〒514-0019

原田　浩伸006666

TEL 05958-2-7223

（有）東海通信サービス 3,000 －2403有法

通１
三重県亀山市本町１５０３－１〒519-0116

芝田　孝志006667

TEL 059-226-1664

（株）坂口塗装 30,000 －2404無法

塗１
三重県津市下弁財町津興７５３－１〒514-0805

坂口　福子006669

TEL 059-232-2327

草深林業（株） 50,000 －2404有法

土２建２大２と２石２屋２管２タ２鋼２舗２板２塗２防２内２園１具２水２解２
三重県津市一身田町１９８〒514-0114

草深　靖志006682

TEL 059-234-4277

（有）野瀬建築 3,000 －2404無法

土１建１大１と１鋼１舗１水１
三重県津市髙茶屋７－６－３６〒514-0819

野瀬　亘006685

TEL 059-234-5178

田中設備工業（株） 10,000 －2404無法

土１建１と１管１舗１水１
三重県津市高茶屋小森町２２３２－４〒514-0817

田中　孝志006690

TEL 059-226-1060

津興産業（株） 20,000 －2404有法

土１建１大１塗１防１内１
三重県津市本町１３－２１〒514-0831

伊東　正治006692

TEL 059-234-6321

三重共立（株） 10,000 －2404有法

ガ１具１
三重県津市城山３－４－４３〒514-0818

佐藤　順一006704

TEL 059-225-1155

小林硝子（株） 10,000 －2404無法

ガ１具１
三重県津市大倉１３－２４〒514-0834

小林　敏昭006708

TEL 059-226-7996

山口工業（株） 3,000 －2404無法

建１塗１内１
三重県津市中河原２１６８－３〒514-0018

山口　幹生006710

TEL 059-230-8899

藪建設（株） 90,000 －2404無法

土２と２管２舗２園２水２解２
三重県津市大里睦合町２５２２〒514-0126

藪　光仁006712

TEL 059-268-1223

（株）佐南組 20,000 －2404有法

土２と２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県津市安濃町安部６６５－３〒514-2327

佐南　幸正006714

TEL 059-231-3423

大河内建設 －2404無個

建１
三重県津市栗真中山町１５７－７〒514-0103

大河内　克巳006725
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TEL 059-232-2892

（有）藤工務店 5,000 －2404無法

建１
三重県津市白塚町２７９２－２〒514-0101

藤岡　弘充006731

TEL 059-228-7247

（株）山電 20,000 －2404無法

電２消１
三重県津市大園町１１－１〒514-0046

森岡　豊006733

TEL 059-279-2063

前田建築 －2404無個

大１
三重県津市美里町北長野１７１２－１〒514-2112

前田　松之進006736

TEL 059-231-2758

加藤組（有） 8,000 －2404無法

土１と１
三重県津市白塚町３１－１４５〒514-0101

加藤　正司006760

TEL 059-228-1560

大善建設 －2404無個

建１
三重県津市半田１９８－２〒514-0823

井田　幸廣006761

TEL 059-228-6126

紀平合板（株） 12,000 －2404有法

建１大１左１屋１タ１
三重県津市本町３４－２３〒514-0831

紀平　眞樹子006768

TEL 059-225-1022

大東商事（株） 34,000 －2404有法

建１と１屋１タ１内１
三重県津市阿漕町津興１０１１〒514-0811

森岡　三和006780

TEL 059-237-0999

（有）大月設備 5,000 －2404無法

管１
三重県津市野田１７４９－１〒514-0826

大月　芳文006782

TEL 059-245-0157

（有）長谷川電気工業所 5,000 －2404無法

電１
三重県津市河芸町一色１６５３－１〒510-0306

長谷川　浩司006788

TEL 059-228-9300

（有）伊藤木工所 8,000 －2404無法

内１
三重県津市東丸之内１４－２３〒514-0028

伊藤　博006791

TEL 059-245-1255

藤川建築 －2404無個

建１
三重県津市河芸町東千里６８６－１〒510-0303

藤川　隆幸006798

TEL 059-268-2814

（有）紀平建装 5,000 －2404無法

土１建１と１舗１
三重県津市安濃町草生２１５－１〒514-2328

紀平　昌俊006804

TEL 059-268-2195

（有）安濃電工 3,000 －2404無法

土１電１
三重県津市安濃町大塚４９８－１〒514-2323

森　司006805
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TEL 059-225-7517

（有）和光吹付工業所 5,000 －2404無法

塗１防１
三重県津市上弁財町１１－２０〒514-0806

津﨑　和正006809

TEL 059-223-1245

（有）前田土木建設 30,000 －2404無法

土２と２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県津市中河原５８２－９〒514-0018

前田　均006814

TEL 059-245-0021

大西冷機工業所 －2404無個

土１管１
三重県津市河芸町一色２７６６－３〒510-0306

大西　洋一006816

TEL 059-265-3080

（株）野間建設 20,000 －2404無法

土２建２と１管１舗１塗１水１解１
三重県津市芸濃町林２３５〒514-2202

畑佐　建介006817

TEL 059-228-7465

（有）桐生造園 5,000 －2404有法

土１と１石１舗１園１水１
三重県津市半田９３６－３３〒514-0823

桐生　明006818

TEL 059-242-5632

（有）進栄電気 5,000 －2404無法

電１
三重県津市河芸町三行１２５５－２〒510-0311

市川　渉006820

TEL 059-228-5491

（株）森清 14,600 －2404有法

建１
三重県津市寿町４－２０〒514-0015

森　久宏006838

TEL 059-225-8441

本堂建設（有） 20,000 －2404無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
三重県津市半田１９４６〒514-0823

本堂　春代006843

TEL 059-332-6070

（有）三栄工業 3,000 －2402無法

と１絶１
三重県四日市市大谷台１－８１〒512-0901

南　賢一006857

TEL 059-268-4131

（株）増井総建 10,000 －2404有法

建１と１
三重県津市安濃町光明寺１６－２〒514-2315

増井　健二006862

TEL 059-226-6392

（株）奥田設備 10,000 －2404無法

土１と１管１舗１消１
三重県津市藤方９３７－３〒514-0815

奥田　憲治006866

TEL 0596-37-5306

日昇工業所 －2407無個

管１
三重県伊勢市村松町１３８０－１４〒515-0507

原　友則006868

TEL 059-225-3934

吉田工務店 －2404無個

建１左１
三重県津市中河原２１０９〒514-0018

吉田　貞美006869
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TEL 059-226-8879

太田保温（株） 10,000 －2404無法

絶１
三重県津市柳山津興３３１－１２〒514-0803

大田　延雄006870

TEL 059-386-8523

（有）中野設備工業 3,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市白子町３６７９－１〒510-0244

永井　邦彦006875

TEL 059-226-0414

（有）浦田建設 3,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市三重町津興５３４－３〒514-0802

浦田　勲006878

TEL 059-230-0116

（株）萬寿園 10,000 －2404有法

園１
三重県津市高野尾町１６１０〒514-2221

井ノ口　博一006879

TEL 059-227-8615

（有）ヤツカ建設 9,000 －2404無法

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１塗１水１
三重県津市渋見町３６４－１〒514-0063

山村　学006890

TEL 059-226-1700

西口金物（株） 10,000 －2404有法

建１
三重県津市桜橋３－４４６－５２〒514-0003

西口　豪006892

TEL 059-225-2902

（株）伊勢組 20,000 －2404有法

土２建１と２鋼２舗２し２解２
三重県津市半田４０３－３〒514-0823

岡村　篤昌006907

TEL 059-227-0384

村林電気工業 －2404無個

電１
三重県津市垂水２７７２－７５〒514-0821

村林　正治006916

TEL 059-232-2723

（有）ふじき組 3,000 －2404無法

土１と１解１
三重県津市栗真町屋町１０７１〒514-0102

藤木　勇006921

TEL 059-245-1396

（有）新和工業 5,000 －2404無法

土１と１管１鋼１舗１水１
三重県津市河芸町影重９１８－３〒510-0307

小黒　浩司006936

TEL 059-234-4728

ミエコーティング（株） 40,000 －2404有法

塗１
三重県津市高茶屋小森町２８７５－１〒514-0817

山本　智久006941

TEL 059-224-1158

旭工機（株） 48,000 －2404有法

建１屋１管１内１機１
三重県津市修成町８－１〒514-0837

尾藤　彰006950

TEL 059-226-9862

（株）タカダ工業 10,000 －2404無法

屋１板１内１
三重県津市下弁財町津興２５９〒514-0805

高田　知樹006951
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TEL 059-245-5115

（株）チュウセイ 10,000 －2404有法

土１と１
三重県津市河芸町東千里１２０－１〒510-0303

別所　英幸006955

TEL 059-227-0427

（株）佐脇建設 20,000 －2404有法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２舗２し２板２塗２防２内２具２水２解２
三重県津市八町１－５－１５〒514-0041

佐脇　和義006972

TEL 059-226-7807

松本ガラス －2404無個

ガ１具１
三重県津市西阿漕町岩田３５－６〒514-0833

松本　博006980

TEL 059-224-0035

（株）幸三建設 10,000 －2404有法

建１大１鋼１内１
三重県津市上弁財町津興２８７１〒514-0804

小田　幸三006981

TEL 059-232-2739

奥山黒板（株） 10,000 －2404無法

内１
三重県津市栗真小川町２９７－２〒514-0104

奥山　紳一郎006986

TEL 059-227-5828

川合鉄工 －2404無個

鋼１
三重県津市神納町１－２８〒514-0052

川合　一生007004

TEL 059-232-0088

伊藤鉄工 －2404無個

建１鋼１
三重県津市大里窪田町９７４〒514-0125

伊藤　征一007014

TEL 059-228-8873

Ｂｅｌｉｖｅ（株） 8,000 －2404有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１解１
三重県津市藤方１７０４－２〒514-0815

　田　強007018

TEL 059-225-1919

松岡工務店（株） 5,000 －2404有法

土１建１と１石１鋼１舗１水１
三重県津市一身田上津部田１３７９－１６〒514-0061

松岡　弘樹007030

TEL 059-226-0362

（有）高木電気工業 3,000 －2404無法

電１
三重県津市南丸ノ内２－２２〒514-0034

髙木　奈良男007031

TEL 059-227-8228

（有）篠木電気商会 5,000 －2404無法

電１
三重県津市上浜町２－２２０〒514-0008

篠木　建一郎007033

TEL 059-235-3111

（株）装芸三重 40,000 －2404有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県津市高茶屋小森町２８９２－７〒514-0817

西口　則雄007035

TEL 059-232-5137

（有）東海断熱 5,000 －2404無法

絶１
三重県津市白塚町３４５３－１〒514-0101

梅田　幸生007044
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TEL 059-227-0231

（株）久居屋 25,000 －2404有法

建１と１屋１鋼１板１
三重県津市岩田７－２３〒514-0838

堀内　謙一郎007047

TEL 059-245-3588

（株）近江建設 30,000 －2404無法

土２建２と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市河芸町東千里５３３－１〒510-0303

江藤　豊007051

TEL 059-256-6277

（有）山信鋼業 3,000 －2404有法

と１鋼１筋１
三重県津市庄田町２５１７－２〒514-1255

荒木　寛行007066

TEL 059-245-5105

（有）山野建設 5,000 －2404無法

土１建１と１
三重県津市河芸町影重１１３７〒510-0307

山野　真孝007068

TEL 059-265-2266

ヤマカ木材 －2404有個

建１
三重県津市芸濃町雲林院３１８〒514-2204

松谷　克美007069

TEL 059-232-0552

加藤鉄筋 －2404有個

筋１
三重県津市白塚町９７２〒514-0101

加藤　隆一007070

TEL 059-226-4885

（株）山口商会 10,000 －2404有法

電１管１消１
三重県津市岩田２－８〒514-0838

山口　久彦007072

TEL 059-245-1028

（有）久保井工業 3,000 －2404無法

屋１板１
三重県津市河芸町千里ケ丘８３－３〒510-0302

久保井　仁007074

TEL 059-226-2846

（有）福山建設 3,000 －2404無法

土１建１と１
三重県津市八町３－７－５〒514-0041

福山　金男007075

TEL 059-245-5500

釡屋硝子建材（株） 10,000 －2404有法

ガ１具１
三重県津市河芸町中別保１９６－１〒510-0305

山本　雅昭007084

TEL 059-227-3832

谷川電気商会 －2404無個

電１
三重県津市新町３－２－２３〒514-0042

谷川　哲也007085

TEL 059-232-4300

（有）奥山住設 10,000 －2404有法

土１電１管１
三重県津市栗真町屋町４３６〒514-0102

奥山　大平007097

TEL 059-226-7697

（有）下津建設 5,000 －2404無法

土１と１石１舗１
三重県津市新東町塔世１１７〒514-0026

下津　孝弘007113



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

125頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-225-5924

（有）小田工芸 5,000 －2404無法

土１建１と１鋼１舗１内１水１
三重県津市半田２３９３－６〒514-0823

小田　潔007124

TEL 059-371-1819

豊和建設（有） 3,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県鈴鹿市長澤町１０６４〒519-0314

羽田　謙介007126

TEL 059-226-9587

津総合設備（株） 8,000 －2404有法

管１
三重県津市南中央２－２６〒514-0832

菅尾　勝行007131

TEL 059-230-2030

（株）ニッセイ 10,000 －2404無法

土１建１管１機１水１消１
三重県津市豊が丘５－５－７〒514-2222

長谷　志隆007134

TEL 059-225-5712

（有）牛田水道 20,000 －2404無法

土２建１と２管１鋼２舗２塗２水２解２
三重県津市長岡町７９１－４〒514-0064

牛田　宏美007135

TEL 059-237-0835

北川組 －2404無個

土１と１
三重県津市分部２０３９〒514-0071

北川　雅明007138

TEL 059-228-7799

（株）大弘通信システム 10,000 －2404無法

電１管１通１消１
三重県津市船頭町津興３４２２〒514-0801

松吉　謙祐007139

TEL 059-265-5311

（株）大功土木 5,000 －2404有法

土１と１舗１解１
三重県津市芸濃町林２３３８－２〒514-2202

前川　聖也007140

TEL 059-268-4128

（有）安芸土木 25,000 －2404無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県津市安濃町草生４３６１〒514-2328

柄山　昇一007143

TEL 059-230-1480

（有）八景造園 10,000 －2404無法

土１園１
三重県津市高野尾町字東豊久野４９５０－２〒514-2221

赤塚　智久007148

TEL 059-267-0107

金子工業（株） 20,000 －2404無法

土２管１舗２
三重県津市安濃町清水字長田２６０－１〒514-2305

金子　洋一007152

TEL 059-234-8912

（有）光生電工 5,000 －2404無法

電１
三重県津市高茶屋小森町１０１３－１〒514-0817

長尾　健次007157

TEL 059-232-3199

（有）浅野設備 5,000 －2404無法

管１
三重県津市一身田大古曽３８５〒514-0113

浅野　裕平007182
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TEL 059-253-2003

三重ＮＤＳ（株） 20,000 －2404有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１通１水１解１
三重県津市あのつ台２－２－４〒514-0131

秋田　慎007185

TEL 059-228-6117

アイティ（株） 10,000 －2404有法

電１管１消１
三重県津市栄町４－２８０〒514-0004

伊藤　尚貴007191

TEL 059-224-4121

シンセイハウジング（株） 10,000 －2404無法

土１園１
三重県津市本町２２－１２〒514-0831

藤田　博一007197

TEL 059-225-4051

伊藤建築 －2404無個

建１
三重県津市長岡町３００７－１０〒514-0064

伊藤　匡一007199

TEL 0593-26-1723

（有）坂田組 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市桜町３１４３－４〒512-1211

坂田　幸治007207

TEL 059-333-2522

洋洋住研（株） 10,000 －2402有法

建１大１屋１管１タ１内１解１
三重県四日市市野田１－３－１１〒510-0815

小林　勝利007214

TEL 059-346-4168

（株）共同 22,000 －2402有法

建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２機１絶２具２解２
三重県四日市市新正３－１７－６〒510-0064

石垣　和哉007222

TEL 059-340-8854

（株）馬場工事 5,000 －2402無法

と１鋼１機１
三重県三重郡菰野町大字永井３０７５－１〒510-1311

馬塲　正夫007223

TEL 0593-39-0124

斉藤鉄工 －2402無個

建１
三重県四日市市小牧町８０８－１０〒512-1303

斉藤　昌美007231

TEL 0593-53-0713

新栄理研（株） 10,000 －2402無法

管１
三重県四日市市掘木２－４－１２〒510-0076

榊原　ヒサ子007232

TEL 059-351-5500

（株）丸山商会 10,000 －2402有法

内１
三重県四日市市朝日町６－４〒510-0061

丸山　京子007233

TEL 0593-46-2376

四日市機工（株） 10,000 －2402無法

と１管１鋼１機１
三重県四日市市大字塩浜２９５－１〒510-0863

竹林　節生007234

TEL 059-329-2299

（株）五十嵐建設 20,000 －2402無法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県四日市市水沢町３０１５－２〒512-1105

五十嵐　和仁007239
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TEL 0593-52-8151

（株）マルトアステム 45,000 －2402有法

管１タ１
三重県四日市市芝田１－１－２〒510-0822

服部　晋二007241

TEL 059-347-0026

大勢メンテナンス（株） 10,000 －2402無法

土１建１と１屋１鋼１舗１塗１防１内１
三重県四日市市大池町１０－２〒510-0866

福田　一夫007244

TEL 0593-93-1418

音羽電気（株） 20,000 －2402無法

土１電２管１機１通１消１
三重県三重郡菰野町大字音羽７５８〒510-1252

粕谷　豊樹007245

TEL 059-345-1107

（有）協友化工工業所 5,000 －2402無法

機１
三重県四日市市石原町１〒510-0842

水谷　正彦007260

TEL 059-334-1255

フジタ産業（株） 10,000 －2402有法

建１塗１内１
三重県四日市市東垂坂町１９〒510-8035

藤田　孝之007277

TEL 0593-45-0117

（株）田中鉄工所 10,000 －2402無法

管１鋼１
三重県四日市市小浜町２０－１〒510-0865

田中　直樹007278

TEL 0593-93-3534

寺本看板塗装店 －2402無個

塗１
三重県三重郡菰野町大字川北４５３－４〒510-1224

寺本　輝弥007279

TEL 0593-52-4445

（有）星陽工務店 3,000 －2402無法

建１大１と１屋１タ１塗１防１内１
三重県四日市市本町５－８〒510-0093

近藤　博007284

TEL 0593-33-2552

（有）オクダ設備工事 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市大谷台２－８８１－４〒512-0901

奥田　豊治007290

TEL 059-333-6336

（株）丸富工務店 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市大字西阿倉川３２５－１〒510-0812

伊藤　隆司007296

TEL 0598-36-0324

松本建設 －2406有個

建１
三重県松阪市大河内町６３０〒515-1105

松本　秀雄007304

TEL 0596-52-5091

（株）ゴトー商会 20,000 －2406有法

建１と１屋１管１タ１板１塗１防１具１
三重県多気郡明和町大字斎宮１－２〒515-0321

後藤　英一007310

TEL 0598-85-0972

（有）建築森本 3,000 －2406無法

建１大１と１管１解１
三重県多気郡大台町栃原１５４５－１２〒519-2424

森本　潤一007311



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

128頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0598-21-1728

（有）奥林建具店 3,000 －2406無法

具１
三重県松阪市五十鈴町４９〒515-0086

奥林　智氏007312

TEL 0598-21-6141

小野建築 －2406無個

建１
三重県松阪市船江町３２－６〒515-0812

小野　隆行007316

TEL 0598-52-1382

丸亀重機建設（株） 20,000 －2406有法

土２建２と２鋼２舗２し２水２解２
三重県松阪市宮町１００－１〒515-0015

竹上　仁士007321

TEL 0598-51-5713

金澤ランバー －2406無個

と１解１
三重県松阪市東町字下ノ堀９５６〒515-0012

金澤　孝次007325

TEL 0598-28-2773

西出板金 －2406無個

板１
三重県松阪市伊勢場町２００〒515-0213

西出　明007326

TEL 0598-29-4792

松阪断熱 －2406無個

絶１
三重県松阪市久保町１８５５－１１９８〒515-0044

中出　賢一007334

TEL 0598-26-4763

三重技建工業（株） 10,000 －2406無法

内１
三重県松阪市大黒田町８２８－５〒515-0063

中北　優007336

TEL 0598-26-1551

（株）オオコーチ 90,000 －2406有法

建２大２内２
三重県松阪市大黒田町４７８－１〒515-0063

黄瀬　稔007339

TEL 0598-23-5889

岡村電設 －2406有個

電１消１
三重県松阪市大黒田町西林１８２６－３〒515-0063

岡村　正已007346

TEL 0598-76-0736

小倉工務店 －2406無個

土１と１舗１
三重県多気郡大台町天ケ瀬３４－５〒519-2506

小倉　孝哉007352

TEL 0598-34-1181

名松建設（有） 25,000 －2406有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
三重県松阪市茅原町９２５〒515-1202

古木　利明007356

TEL 0598-28-6988

（有）サンワーク 3,000 －2406無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１
三重県松阪市上川町３４５６－１６〒515-0041

松林　貴樹007362

TEL 0596-52-5312

たなか建築 －2406無個

建１
三重県多気郡明和町大字斉宮１４９７－４５〒515-0321

田中　吉博007363
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TEL 0598-49-2139

小林建築 －2406有個

建１管１
三重県多気郡多気町古江６８〒519-2216

小林　範也007367

TEL 0598-52-0556

ヤマト電気商会 －2406無個

電１
三重県松阪市新屋敷町３８３番地〒515-0022

北出　勝郎007368

TEL 0598-77-2224

丸西産業（有） 5,000 －2406有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県多気郡大台町滝谷字大熊口４１２〒519-2525

西　大輔007372

TEL 0598-29-3770

（株）重建 10,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市下村町８６０－３〒515-0043

松本　滉一007379

TEL 0598-58-0649

（有）清水商会 5,000 －2406無法

電１消１
三重県松阪市小阿坂町３４０１〒515-2343

清水　智成007381

TEL 0598-21-1137

東和ホーム（株） 17,000 －2406有法

土１建１
三重県松阪市大黒田町２３９〒515-0063

村林　明和007390

TEL 0598-51-2193

西口建設 －2406無個

建１
三重県松阪市町平尾町８７２－３〒515-0803

西口　保幸007394

TEL 0596-28-1118

（有）橋本建設 3,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市曽祢２－２－９〒516-0078

橋本　清007401

TEL 0596-22-0650

（有）西山住建 3,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市船江２－２８－５７〒516-0008

西山　泰弘007403

TEL 0596-39-0389

（有）シンセイ鋼業 5,000 －2407有法

筋１
三重県伊勢市円座町５２４－２〒516-1108

山中　浩007415

TEL 0596-23-1752

カネナカ工務店 －2407無個

建１
三重県伊勢市御薗町高向１９８９－３〒516-0805

小久保　良太朗007418

TEL 0596-24-5568

ウインザー防災（株） 10,000 －2407有法

電１通１消１
三重県伊勢市吹上２－１－２１〒516-0073

越川　倫匡007433

TEL 0596-37-4749

（有）たつみ造園 10,000 －2407無法

土１と１石１舗１塗１園１水１
三重県伊勢市小俣町明野５６３－１〒519-0501

中川　武彦007434
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TEL 0596-22-0426

（有）奥野建材 8,000 －2407有法

土１と１石１舗１水１
三重県伊勢市小俣町元町５１９〒519-0503

奥野　忠義007437

TEL 0596-43-3151

（有）北重工務店 5,000 －2407無法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県伊勢市二見町三津４７９－１〒519-0603

北井　伸治007442

TEL 0596-37-4369

明和工産（株） 10,000 －2407有法

管１機１
三重県伊勢市西豊浜町３１９〒515-0505

水谷　美久007460

TEL 0596-58-2607

風口建設（有） 5,000 －2407無法

土１と１舗１水１
三重県度会郡玉城町長更４２３〒519-0404

村木　啓之007462

TEL 0596-39-0201

（株）森下建設 10,000 －2407無法

土１と１舗１
三重県伊勢市津村町１９９１〒516-1103

森下　繁007464

TEL 0596-37-5043

北本工業（株） 3,000 －2407無法

内１
三重県伊勢市村松町字明野１３６５－２５〒515-0507

北本　篤志007470

TEL 0596-31-0515

中水（株） 10,000 －2407無法

土１管１水１
三重県伊勢市下野町６５３－１７〒516-0003

加藤　元彦007472

TEL 0596-28-0139

（有）リバティーホーム 10,000 －2407有法

建１内１
三重県伊勢市河崎２－７－７〒516-0009

中島　恒一郎007474

TEL 0596-23-2300

住宅産業（株） 3,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市桜木町１１６－１２７〒516-0027

山川　剛史007475

TEL 0596-36-6416

前田設備 －2407無個

管１
三重県伊勢市下野町２５７－２〒516-0003

前田　篤007476

TEL 0596-28-2944

（有）宮林金庫店 7,000 －2407有法

機１
三重県伊勢市宮後２－１９－１０〒516-0072

宮林　正晃007478

TEL 0596-37-4783

（有）西尾管設備 5,000 －2407無法

土１管１水１
三重県伊勢市小俣町明野５７６－３〒519-0501

山下　大介007482

TEL 0596-52-6346

（株）伊豆電工 10,000 －2406無法

電１
三重県多気郡明和町平尾４９９－５８〒515-0311

北村　彰範007483
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TEL 00596-37-2470

三共建設（有） 3,000 －2407無法

土１建１と１舗１水１
三重県伊勢市御薗町小林２０８７〒516-0801

島田　憲007484

TEL 0596-25-3635

（株）一志組 5,000 －2407有法

土１と１
三重県伊勢市辻久留３－１３－１５〒516-0066

一志　重夫007486

TEL 0596-36-0155

内田造船（株） 30,000 －2407無法

鋼１機１
三重県伊勢市大湊町１２２２－９１〒516-0001

内田　陽一郎007487

TEL 0596-25-6199

（有）中部営繕ホーム 3,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市船江４－２５－２〒516-0008

永納　忠007488

TEL 0598-87-1374

西村電気工事 －2407有個

電１
三重県度会郡大紀町金輪９９５－６〒519-2733

西村　祐佶007495

TEL 0596-24-6710

（有）辻村水道 3,000 －2407無法

管１
三重県伊勢市御薗町高向２３８４〒516-0805

辻村　幸春007496

TEL 059-234-0183

（株）セイワ 91,000 －2404有法

建１と１板１ガ１具１
三重県津市雲出長常町六ノ割１１８９－２〒514-0303

䑓堂　清007501

TEL 059-264-1417

（有）島岡 3,000 －2404無法

土１と１管１舗１解１
三重県津市白山町川口３４３８－１〒515-2603

早嶋　　巳007507

TEL 059-292-3585

藤田建材 －2404無個

土１
三重県津市香良洲町１０４３〒514-0323

藤田　正勝007509

TEL 059-256-0707

飛田電機 －2404無個

電１
三重県津市戸木町１８２６〒514-1138

飛田　勝馬007512

TEL 059-293-1057

西川工業（有） 5,000 －2404有法

土１建１管１舗１
三重県津市一志町八太１４３９－１〒515-2515

西川　定007513

TEL 059-294-7345

（有）前山組 3,000 －2404無法

土１と１管１舗１し１
三重県津市一志町波瀬１５４８－１〒515-2522

前山　幹夫007518

TEL 059-256-2255

（株）マンナカ 10,000 －2404無法

電１
三重県津市久居野村町６０６－１２〒514-1113

満仲　健一007524
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TEL 059-252-1569

（株）榊原電気工業所 10,000 －2404無法

電１
三重県津市榊原町５０５９－３〒514-1251

前川　勝治007547

TEL 059-262-3453

（有）イケダグリーン 5,500 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１園１水１
三重県津市白山町二本木３４４５〒515-2602

池田　朋史007553

TEL 0598-56-3217

（有）大浦電業 5,000 －2406無法

電１
三重県松阪市小野江町５４４〒515-2109

大浦　光臣007566

TEL 059-293-0757

田中工務店 －2404無個

建１
三重県津市一志町井生２６１８〒515-2523

田中　剛志007574

TEL 059-293-0112

三協建設（株） 16,000 －2404無法

土１建１と１管１舗１
三重県津市一志町田尻３４－１〒515-2516

藤岡　武雄007580

TEL 059-272-0566

大野工務店 －2404無個

建１
三重県津市美杉町八知９１７９〒515-3421

大野　隆007583

TEL 059-256-0321

庄村塗装店 －2404無個

塗１
三重県津市久居小野辺町６４３－１８〒514-1112

庄村　博重007587

TEL 059-255-3518

（有）海野保温工業所 10,000 －2404無法

絶１
三重県津市久居元町２３７９〒514-1125

海野　勝利007613

TEL 059-252-0889

（有）石田建設 20,000 －2404有法

土１建１と１管１舗１園１
三重県津市稲葉町３８６０－３〒514-1252

石田　之彦007624

TEL 059-252-0533

杉田土木（株） 10,000 －2404有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市榊原町１５０８０〒514-1251

杉田　浩二007625

TEL 059-255-5050

平岡左官 －2404無個

左１
三重県津市戸木町７０２０－４〒514-1138

平岡　利充007627

TEL 059-262-3125

三重電気工事（有） 3,000 －2404無法

電１
三重県津市美杉町竹原４４２〒515-3201

魚見　祐一007649

TEL 059-255-5281

川端建設 －2404無個

建１
三重県津市久居東鷹跡町３１０－３〒514-1136

川端　知之007652
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TEL 0598-56-2274

林建設（株） 10,000 －2406無法

土１と１舗１
三重県松阪市曽原町１１３３〒515-2112

林　和俊007653

TEL 059-255-2498

（有）ウス井樹園 20,000 －2404有法

土１と１園２
三重県津市新家町１６４０〒514-1116

薄井　哲007662

TEL 059-253-5353

（株）ほっとハウス長谷川建築 5,000 －2404無法

建１
三重県津市一志町高野２６０３－１〒515-2504

長谷川　竜司007666

TEL 059-292-3611

正栄電気商会 －2404無個

電１
三重県津市香良洲町５９３８－１〒514-0315

柏木　忠浩007668

TEL 059-292-3751

大治建築（有） 3,400 －2404無法

建１
三重県津市香良洲町２９３７－１〒514-0312

長井　幸治007683

TEL 0598-42-1288

（有）西尾建設 5,000 －2406無法

土１と１石１舗１水１
三重県松阪市嬉野川北町１３９１〒515-2316

西尾　芳浩007686

TEL 059-292-3397

（有）小野組 10,000 －2404無法

と１
三重県津市香良洲町５７５６〒514-0313

小野　親友007696

TEL 0598-42-2962

（有）清友鉄工所 3,000 －2406無法

建１鋼１
三重県松阪市嬉野黒野町１３１１〒515-2334

長﨑　吉孝007697

TEL 059-256-0253

田中スレート建材（株） 10,000 －2404有法

建１
三重県津市森町１５７２〒514-1254

田中　孝良007700

TEL 059-255-3310

（株）松泉堂 10,000 －2404無法

内１
三重県津市川方町４２１－２〒514-1122

松岡　大伸007705

TEL 059-262-1707

（株）功和商事 10,000 －2404無法

土１と１管１舗１園１水１
三重県津市白山町上ノ村９－２６６〒515-2623

岩脇　広行007707

TEL 059-255-5187

（有）眞田電気工業所 3,000 －2404無法

電１管１通１消１
三重県津市戸木町７０２５－５〒514-1138

眞田　正実007714

TEL 059-255-3583

井上電気商会 －2404無個

電１消１
三重県津市戸木町７９１０－４〒514-1138

井上　正之007716



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

134頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-292-3399

木下建築 －2404無個

建１
三重県津市香良洲町６６２３〒514-0300

木下　繁則007718

TEL 059-256-3938

エクスチン防災（株） 10,000 －2404有法

消１
三重県津市戸木町５５６２－１〒514-1138

長谷川　喜隆007722

TEL 059-256-1717

（有）八宝 3,000 －2404有法

土１管１水１
三重県津市久居中町２７６１－３〒514-1107

萩野　政則007742

TEL 059-256-4198

三重レーンマーク（株） 21,000 －2404有法

土２と２鋼２舗２塗２
三重県津市久居野村町１９７６－３４〒514-1113

山本　邦彰007746

TEL 059-256-1292

池田建築塗装 －2404無個

塗１
三重県津市久居相川町２４３５－２〒514-1103

池田　成人007748

TEL 059-293-0165

稲垣組 －2404無個

土１
三重県津市一志町高野１４２２〒515-2504

稲垣　宗男007749

TEL 059-293-1076

竹田建築 －2404無個

建１
三重県津市一志町田尻５５２－１〒515-2516

竹田　榮007765

TEL 059-252-1753

（有）吉建 25,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市稲葉町６８７〒514-1252

吉田　仁見007767

TEL 0598-42-2046

鈴木電気整備工事（有） 3,000 －2406無法

通１
三重県松阪市嬉野津屋城町７３８－２〒515-2332

鈴木　正次007770

TEL 0598-42-3337

横山総合設備（株） 20,000 －2406無法

土１電２管１水１
三重県松阪市嬉野新屋庄町１４８６－２〒515-2314

横山　隆之007771

TEL 059-255-3348

印南建築 －2404無個

建１
三重県津市須ケ瀬町１５８６－１〒514-1124

印南　順一007773

TEL 0598-56-3135

（有）ハマダ電氣 3,000 －2406無法

電１
三重県松阪市小野江町１８０－３〒515-2109

濵田　一路007775

TEL 059-264-1050

（有）日生土木 10,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市白山町川口３４１６〒515-2603

山本　弥生007777



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

135頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-256-2829

丸三鉄筋鋼業 －2404無個

筋１
三重県津市庄田町２５７０－２〒514-1255

岸江　康之007787

TEL 059-293-5551

（有）伊藤建設 5,000 －2404無法

土１と１管１鋼１舗１塗１園１水１
三重県津市一志町井生１１７－４〒515-2523

伊藤　公則007788

TEL 059-256-1591

長谷川設備（株） 10,000 －2404有法

土１管１水１
三重県津市久居元町２２６８〒514-1125

長谷川　一正007789

TEL 059-262-3750

Ｋ＆Ｍライフサポートカンパニー第三住設 －2404無個

土１建１
三重県津市白山町川口３６９４〒515-2603

前田　和男007791

TEL 059-293-2866

田中水道設備 －2404無個

土１管１
三重県津市一志町井生１９０２〒515-2523

田中　一昭007806

TEL 059-256-6244

土井建装 －2404無個

建１
三重県津市戸木町７０９０－１〒514-1138

土井　秀隆007882

TEL 059-252-1980

（有）脇田設備 5,000 －2404無法

土１管１
三重県津市榊原町７１３７－１〒514-1251

脇田　勝功007885

TEL 0598-56-4583

（有）中東工務店 3,000 －2406無法

土１と１舗１
三重県松阪市中林町字宮ノ前１７０－３〒515-2111

中東　準007888

TEL 0598-56-3372

工藤建築 －2406無個

建１
三重県松阪市小野江町１５９－７〒515-2103

工藤　清語007891

TEL 0598-42-2870

（有）横山造園 3,000 －2406無法

と１園１
三重県松阪市嬉野薬王寺町１４１〒515-2355

横山　滋007894

TEL 059-272-1717

（有）青山建設 5,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市美杉町八知７６〒515-3421

青山　政司007895

TEL 0598-52-2925

星電社（有） 3,000 －2406無法

電１
三重県松阪市大口町１６５－５〒515-0001

海瀬　啓種007897

TEL 0598-42-1298

田中組 －2406無個

土１と１管１舗１し１水１
三重県松阪市嬉野権現前町８０３－２〒515-2323

田中　豊007900
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TEL 059-237-4575

西栄建設（株） 20,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県津市分部２３８－１〒514-0071

田中　大嗣007904

TEL 0598-56-3620

萩原設備 －2406無個

土１建１と１管１舗１水１
三重県松阪市小野江町５２１－１３〒515-2109

萩原　正007914

TEL 059-262-0327

清野造園 －2404有個

土１と１舗１園１
三重県津市白山町垣内９５２－１〒515-2624

清野　誠007919

TEL 059-256-1284

（株）宇戸平工務店 40,000 －2404無法

土２建２大２と２鋼２舗２塗２内２具２解２
三重県津市久居寺町１２３２－２６〒514-1106

川田　英介007921

TEL 0598-42-2352

（有）鈴木建設 3,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市嬉野津屋城町７２４－５〒515-2332

鈴木　美好007925

TEL 059-234-3388

（有）西浦建設 3,000 －2404無法

建１
三重県津市高茶屋６－７－５〒514-0819

西浦　貢007928

TEL 059-272-0525

清水造園 －2404無個

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
三重県津市美杉町八知７２２０〒515-3421

清水　秀二007931

TEL 059-256-1856

（株）笠井興業 1,000 －2404無法

土１と１舗１解１
三重県津市庄田町７９１〒514-1255

笠井　良典007932

TEL 059-262-3105

岩間板金 －2404無個

建１屋１板１
三重県津市白山町南家城８８４－２〒515-3133

岩間　郁彦007937

TEL 059-294-7047

（有）前川電気 3,000 －2404無法

電１
三重県津市一志町波瀬１８８６〒515-2522

前川　正夫007940

TEL 059-292-2026

（有）鈴木塗装 5,000 －2404無法

左１屋１板１塗１防１
三重県津市雲出伊倉津町１８４７－６〒514-0302

鈴木　一三007944

TEL 0598-42-2593

（株）辻クレーン 10,000 －2406無法

と１
三重県松阪市嬉野新屋庄町１３４８－１〒515-2314

辻　直樹007945

TEL 05958-2-2301

（株）有井電気工事 10,000 －2403無法

電１
三重県亀山市栄町１４１４－１〒519-0111

有井　政樹007953
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TEL 059-387-1670

渥美建設（有） 20,000 －2403無法

土１と１舗１解１
三重県鈴鹿市稲生１－１７－２３〒510-0205

渥美　祐貴007955

TEL 059-382-0416

樋笠タイル －2403無個

タ１
三重県鈴鹿市池田町１１７８〒513-0032

樋笠　眞治007956

TEL 0595-83-0031

（株）丸髙土建 5,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県亀山市阿野田町１０９５－６３〒519-0137

金村　高淵007960

TEL 059-386-1093

（株）朝日工業 10,000 －2403有法

土１と１管１舗１し１水１
三重県鈴鹿市白子町３２１２－１〒510-0244

小西　宣彰007961

TEL 059-383-3696

ヤマギワ工建 －2403無個

土１と１舗１
三重県鈴鹿市三日市１－３７９〒513-0807

山際　博007967

TEL 059-382-7778

（有）中川建築 5,000 －2403無法

土１建１と１管１鋼１舗１塗１水１
三重県鈴鹿市一ノ宮町１８９２－１〒513-0031

中川　覚司007971

TEL 059-374-3001

（有）岳楠造園 3,000 －2403有法

園１
三重県鈴鹿市石薬師町２４５７－５６３〒513-0012

久保田　洋子007972

TEL 0597-84-6977

サンテック（株） 3,000 －2401無法

土１建１
三重県いなべ市北勢町麻生田３４７８－１〒511-0427

髙澤　久子007973

TEL 059-388-2865

（有）樋口設備 3,000 －2403無法

土１と１管１舗１
三重県鈴鹿市稲生塩屋２－６－４７〒510-0207

樋口　典次007975

TEL 059-387-3648

（株）唐松電気工事 10,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市中江島町２０－８〒510-0236

唐松　理007977

TEL 059-385-0133

（株）杉本プラスター 10,000 －2403無法

建１左１タ１内１
三重県鈴鹿市中箕田１－２２－１３〒513-0054

杉本　幸樹007978

TEL 090-3309-3521

佐藤塗装店 －2403無個

塗１
三重県鈴鹿市矢橋３－１１－１６〒513-0036

佐藤　孝平007980

TEL 059-385-1778

筒井工業（株） 10,000 －2403無法

建１と１管１機１
三重県鈴鹿市若松北３－９－１３〒510-0223

筒井　芳徳007984
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TEL 059-374-1673

（有）ヤスダ工事 3,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市下大久保町２２６３－１〒510-1123

安田　勝秀007986

TEL 059-374-3443

（有）清栄園 5,000 －2403有法

土１建１と１石１鋼１舗１園１水１
三重県鈴鹿市石薬師町２３９７－１〒513-0012

古市　治007990

TEL 059-382-0040

南出（株） 10,000 －2403有法

大１と１タ１鋼１筋１機１園１
三重県鈴鹿市神戸７－８－５〒513-0801

南出　紘人007991

TEL 059-374-0146

中島農園（株） 15,000 －2403有法

土１と１石１鋼１舗１園１水１
三重県鈴鹿市石薬師町２４５６－１０８〒513-0012

中嶌　宏之007992

TEL 05958-2-4015

広伊建設（株） 20,000 －2403無法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
三重県亀山市川合町字若桜１３３３－１〒519-0103

伊藤　暢行007993

TEL 059-371-0516

フラワー建設（株） 33,000 －2403無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県鈴鹿市伊船町１０８９〒519-0323

佐々木　良昌007996

TEL 059-382-1307

（有）南菱工業 3,000 －2403無法

管１機１
三重県鈴鹿市安塚町１３７７－１０〒513-0818

山口　千鶴美007998

TEL 059-371-2352

（株）山田組 10,000 －2403無法

土１と１管１鋼１舗１園１
三重県鈴鹿市西庄内町７３０〒519-0271

山田　隆行007999

TEL 0598-58-2079

（株）久世建設 10,000 －2406有法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１塗１防１内１水１解１
三重県松阪市伊勢寺町９５４〒515-0845

久世　好治008001

TEL 0596-52-5307

（有）瀬田木材 5,000 －2406有法

建１
三重県多気郡明和町大字有爾中２６２〒515-0316

瀬田　憲男008002

TEL 0598-29-3623

（株）中島工務店 10,000 －2406無法

建１大１
三重県松阪市久保町９８４－１〒515-0044

中島　正博008007

TEL 0598-26-7878

マイランド（有） 5,000 －2406無法

建１
三重県松阪市駅部田町ぬか塚４１５〒515-0045

間井　一008010

TEL 0598-21-6491

奥山塗装店 －2406無個

塗１
三重県松阪市川井町３５０－２１〒515-0818

奥山　徹008018
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TEL 0598-61-0735

（株）和田商店 10,000 －2406無法

屋１
三重県松阪市上川町３４６１－１３〒515-0041

和田　貢008020

TEL 0598-82-3770

（有）丸中土建 5,000 －2406無法

土１と１管１舗１水１解１
三重県多気郡大台町上菅６３５－１〒519-2411

川口　久008023

TEL 0598-29-2875

坪田産業 －2406無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市大津町１１１４－１〒515-0031

坪田　友男008026

TEL 0598-76-8888

（株）大森土木工業 50,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県多気郡大台町小切畑６３８〒519-2504

大森　隆稔008027

TEL 0598-51-2273

富士電設備（株） 30,000 －2406有法

電２管２通１消１
三重県松阪市石津町３２９－３〒515-0006

沼田　穗積008039

TEL 0598-21-5668

クラフト・コフナヤ（株） 10,000 －2406無法

建１大１内１具１
三重県松阪市船江町８８０－７〒515-0812

小船谷　昌幹008041

TEL 0598-29-7688

（株）中部建設 30,000 －2406有法

土１建１と１
三重県松阪市久保町７７７－１９〒515-0044

細　安彦008042

TEL 0598-49-3540

村林産業（有） 5,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県多気郡多気町色太５４６－９〒519-2212

村林　賢008044

TEL 0598-21-5016

（株）田口組 40,000 －2406無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県松阪市立野町４６７－１〒515-0054

田口　哲也008048

TEL 0598-26-5735

（株）稲垣商会 10,000 －2406無法

内１
三重県松阪市殿町１２４１－３〒515-0073

稲垣　京祐008053

TEL 0598-51-2529

松阪スチール工業（株） 10,000 －2406無法

鋼１
三重県松阪市松ケ島町１９０－１〒515-2133

松室　衛008056

TEL 0598-51-2710

（有）松井工務店 3,000 －2406無法

土１建１大１と１
三重県松阪市古井町３７４－１〒515-0021

松井　寛008062

TEL 0596-52-1139

（株）世古口建設 20,000 －2406有法

土１と１管１舗１解１
三重県多気郡明和町大字斎宮３９０８〒515-0321

世古口　芳男008067
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TEL 0598-28-7111

長谷電工（株） 30,600 －2406無法

電２管１通１消１
三重県松阪市上川町３６３９－２０〒515-0041

長谷　一男008082

TEL 0598-28-3323

（有）三協保道 45,000 －2406有法

土１と１電１舗１塗１水１解１
三重県松阪市稲木町１２３６－４〒515-0212

小山　貴志008085

TEL 0598-23-3496

（株）土上工務店 10,000 －2406無法

建１大１
三重県松阪市大黒田町６７５〒515-0063

土上　茂008089

TEL 0598-29-0469

コンダ建設（株） 10,000 －2406無法

建１大１屋１タ１板１内１
三重県松阪市久保町１７８１－４〒515-0044

近田　裕一008096

TEL 0598-38-2302

（有）ニシオカ工業 8,000 －2406無法

建１屋１板１
三重県多気郡多気町三疋田２８５－３〒519-2184

西岡　利樹008100

TEL 0598-26-1000

（株）タイセ 10,000 －2406有法

建１
三重県松阪市大黒田町４９２－３〒515-0063

山口　雅紀008118

TEL 0598-51-2545

（有）鈴木木工 3,000 －2406無法

内１具１
三重県松阪市大津町６６９－１〒515-0031

鈴木　敏生008119

TEL 0598-23-2965

（有）佐田組 20,000 －2406無法

土２大１と２石１管１鋼１舗２し２塗２園１水１解２
三重県松阪市井村町４７４〒515-0817

大瀬　たまみ008122

TEL 0598-23-1918

（有）中出組 3,000 －2406無法

建１大１
三重県松阪市井村町５３３〒515-0817

中出　博之008125

TEL 0598-22-0885

井上鉄工所 －2406無個

鋼１
三重県松阪市挽木町４０４－８〒515-0038

井上　幸彦008127

TEL 0598-21-3834

ツタ塗装工芸 －2406無個

塗１
三重県松阪市駅部田町１７０１－２〒515-0045

丸山　将嗣008136

TEL 0598-32-2402

山本建築 －2406無個

建１
三重県松阪市飯南町粥見５９－２〒515-1411

山本　利雄008139

TEL 0598-34-0835

（有）青木工務店 3,000 －2406無法

建１
三重県松阪市茅原町５７２〒515-1202

青木　精一008142
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TEL 0598-29-5339

杉本建築 －2406無個

建１
三重県松阪市上川町２６－１〒515-0041

杉本　勉008144

TEL 0598-26-6874

（株）大栄 10,000 －2406無法

内１
三重県松阪市田村町３７７－３〒515-0055

大西　正之008151

TEL 0598-58-2901

（有）錦電気商会 3,000 －2406無法

電１消１
三重県松阪市西野町７９２〒515-0833

錦　和彦008165

TEL 0598-29-3752

南勢設備（有） 10,000 －2406有法

管１
三重県松阪市久保町７１２－８〒515-0044

坂口　広行008166

TEL 0598-21-0111

（有）浅沼塗装 5,000 －2406無法

塗１
三重県松阪市川井町９７８－１１〒515-0818

浅沼　貴史008170

TEL 0598-22-1233

産和建設工業（株） 10,000 －2406無法

建１大１内１
三重県松阪市春日町１－１９２〒515-0078

森田　幸保008176

TEL 0598-47-0178

川口住設 －2406無個

土１と１管１舗１水１
三重県松阪市飯高町乙栗子８３５－１〒515-1723

川口　昌之008179

TEL 0598-38-2008

（有）八重口電機工業所 3,000 －2406無法

電１
三重県多気郡多気町鍬形２４６〒519-2187

八重口　明宏008183

TEL 0598-21-0543

（株）大鵬堂 10,000 －2406無法

塗１
三重県松阪市船江町８７６〒515-0812

増田　耕一008189

TEL 0598-51-4505

サンエイケミカルカンパニー －2406有個

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県松阪市宮町５４５－１５〒515-0015

浦川　泰徳008193

TEL 0598-21-4702

（有）川合建築 5,000 －2406有法

建１
三重県松阪市田村町３１１〒515-0055

川合　一好008200

TEL 0598-29-2107

越石鉄工所 －2406無個

鋼１
三重県松阪市庄町１８３－６〒519-2147

越石　義明008203

TEL 0596-52-2289

（株）山口建設 16,000 －2406無法

土１建１大１と１石１舗１水１
三重県多気郡明和町大字斎宮３５７９－２〒515-0321

山口　昌紀008205
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TEL 0596-52-5139

森川ペイント工業所 －2406無個

塗１
三重県多気郡明和町大字馬之上１７８－１〒515-0332

森川　昌司008207

TEL 0598-51-8618

（有）中谷土建 5,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市西黒部町３２６－３〒515-0103

中谷　公彦008215

TEL 0598-28-2996

（有）宮下電工 3,000 －2406無法

電１
三重県松阪市上川町３２７３〒515-0041

宮下　友吾008221

TEL 0598-23-1938

（有）宇田土建 45,000 －2406無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県松阪市田村町３８２〒515-0055

宇田　佳展008222

TEL 0598-26-3717

（株）日本屋 30,000 －2406有法

土１建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗１し１板２ガ２塗２防２内２絶２園１具２水１解２
三重県松阪市宮町３１８－１６〒515-0015

周藤　雅勝008231

TEL 0598-36-0857

山口建築 －2406無個

大１
三重県松阪市大河内町７４５〒515-1105

山口　茂008239

TEL 0598-38-3358

（有）青木組 10,000 －2406無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県多気郡多気町三疋田４８８－３〒519-2184

青木　修008240

TEL 0598-58-1080

丸川土木 －2406無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市丹生寺町１３０－２９〒515-0832

丸川　高広008242

TEL 0598-46-0188

角谷水道 －2406無個

土１と１管１舗１水１
三重県松阪市飯高町野々口３６－１〒515-1503

角谷　貢008245

TEL 0598-46-0610

森本鉄工所 －2406無個

建１鋼１
三重県松阪市飯高町下滝野９４０－２〒519-1501

森本　忍008250

TEL 0596-52-2573

（有）ウエダ木工 5,000 －2406有法

具１
三重県多気郡明和町大字上村１１２３－１４〒515-0322

上田　吉昭008254

TEL 0598-36-0101

（株）モリカミ 3,000 －2406有法

土１建１
三重県松阪市辻原町１０５－４〒515-1106

森上　茂樹008257

TEL 0598-46-1350

一光建設（有） 10,000 －2406無法

土１と１石１舗１水１
三重県松阪市飯高町宮前１１０２－１０〒515-1502

杉坂　佳律008260
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TEL 0598-28-2368

乾建築 －2406無個

建１
三重県松阪市豊原町２９３〒515-0205

乾　真之008273

TEL 0596-52-0071

（有）向洋設備工業 5,000 －2406無法

土１管１
三重県多気郡明和町斎宮３６３９〒515-0321

向井　正和008275

TEL 0598-21-1756

（有）前田塗装店 3,000 －2406無法

建１大１左１と１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県松阪市西町２５０７〒515-0815

前田　健二008292

TEL 0598-38-3166

多気設備 －2406無個

管１
三重県多気郡多気町相可３５４〒519-2181

髙橋　茂008312

TEL 0598-34-0508

（有）多気鉄筋 5,000 －2406無法

筋１
三重県松阪市御麻生薗町８５３〒519-2148

三村　豊008313

TEL 059-346-3419

三重工機（株） 10,000 －2402有法

土１
三重県四日市市柳町７〒510-0861

大籔　敦008315

TEL 0598-34-0934

（有）坂倉組 3,000 －2406無法

土１と１管１舗１
三重県松阪市御麻生薗町５３８〒519-2148

坂倉　保雄008319

TEL 0598-76-0011

（株）水谷住建 10,000 －2406無法

土１建１左１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県多気郡大台町小切畑５５３〒519-2504

水谷　泰己008330

TEL 0598-23-8298

（株）川西左官工業所 5,000 －2406無法

左１タ１
三重県松阪市川井町６７０－６〒515-0818

川西　俊仁008336

TEL 0596-52-5498

中田建築 －2406無個

建１
三重県多気郡明和町大字斎宮４０００〒515-0321

中田　康一008339

TEL 0598-77-2888

カネミツ建築 －2406無個

建１
三重県多気郡大台町大井３０７－２〒519-2518

小掠　吉洋008352

TEL 0598-52-0025

（有）丸山電機商会 3,000 －2406無法

電１
三重県松阪市松ケ島町７－２０〒515-2133

伊藤　正泰008354

TEL 0596-52-3333

池田建設（株） 48,000 －2406有法

土２建２と２管１鋼２舗２内２園１水２解２
三重県多気郡明和町大字金剛坂１３５６〒515-0324

池田　幸弘008362
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TEL 0598-21-5136

（株）西川松助商店 12,800 －2406有法

建１大１と１屋１タ１内１
三重県松阪市田村町１１２－１８〒515-0055

西川　和宏008367

TEL 0598-28-7211

中西建設（株） 38,000 －2406無法

土２と２舗２し２水２
三重県松阪市上川町３４６１－５〒515-0041

中西　昭如008370

TEL 0598-21-2207

（有）紺屋建設 40,000 －2406無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県松阪市田村町３５１－１〒515-0055

三宅　邦美008374

TEL 0598-21-6633

（株）ナツカ 10,000 －2406有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１機１具１水１
三重県松阪市新町１０１７〒515-0075

長束　吉治008375

TEL 0598-26-3671

三重ハウジング －2406有個

建１
三重県松阪市中町３－１９６８－２〒515-0083

浅井　敏008381

TEL 0598-26-9656

松山建設（有） 3,000 －2406無法

土１と１管１舗１
三重県松阪市久保町１３３－１０〒515-0044

松山　俊輔008382

TEL 0598-29-2431

（有）川村土建 35,000 －2406無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２
三重県松阪市中万町１０９－２１〒519-2143

川村　邦夫008399

TEL 0598-21-4545

（株）田替藤商店 10,000 －2406無法

建１内１
三重県松阪市垣鼻町１７６４－３４〒515-0033

田替藤　健二008402

TEL 0596-55-3344

前田電設 －2406有個

電１管１消１
三重県多気郡明和町佐田３９０－１３〒515-0331

前田　哲司008419

TEL 0598-49-2050

辻住宅設備 －2406無個

管１
三重県多気郡多気町片野８１－２０６〒519-2203

辻　　一008425

TEL 0598-28-7260

齊田鈑金工作所 －2406無個

屋１管１板１
三重県松阪市上川町字長楽３６２０－１３〒515-0041

齊田　宗宏008426

TEL 0596-62-0648

（有）坂本土木 12,000 －2407無法

土１と１舗１園１水１
三重県度会郡度会町大久保１４５－１〒516-2106

坂本　勇008435

TEL 0598-49-2803

中川土木 －2406無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県多気郡多気町片野１１２８〒519-2203

中川　裕順008436
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TEL 0598-23-5843

（有）塩田組 3,000 －2406無法

土１と１管１舗１
三重県松阪市大黒田町１９３〒515-0063

塩田　伸弘008439

TEL 0598-23-7291

（有）橋本庭松園 3,000 －2406無法

土１園１
三重県松阪市駅部田町３８５〒515-0045

橋本　英治008447

TEL 0598-32-3315

（有）丸博土木 8,000 －2406無法

土１と１石１管１舗１水１
三重県松阪市飯南町粥見２５２６－２〒515-1411

新谷　充利008453

TEL 0598-77-2057

（株）大西電気 5,000 －2406無法

電１管１消１
三重県多気郡大台町小滝２９６－３〒519-2523

大西　隆明008457

TEL 0598-58-0588

吉川土建 －2406無個

土１と１
三重県松阪市平成町２０－１２〒515-0824

吉川　敏夫008462

TEL 0598-76-0296

（有）宮川設備 3,000 －2406無法

土１管１水１
三重県多気郡大台町清滝８７２〒519-2512

村田　健008468

TEL 0598-85-0033

（有）林石材土木 3,000 －2406無法

土１と１
三重県多気郡大台町新田３３９－７〒519-2423

林　春郎008473

TEL 0598-51-2900

（株）上村工建 20,000 －2406有法

建２
三重県松阪市高須町３８５９－１〒515-0104

上村　政雄008478

TEL 0598-52-4646

西部土木設計（株） 10,000 －2406有法

土１
三重県松阪市高町４６５－５〒515-0011

前山　久仁夫008487

TEL 0598-49-2759

（株）コヤマ 5,000 －2406無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県多気郡多気町片野１０５３〒519-2203

小山　忠士008495

TEL 0598-76-0091

（有）小掠設備 3,000 －2406有法

土１左１と１管１水１
三重県多気郡大台町薗１２８９－３〒519-2513

小掠　貴正008496

TEL 0596-62-0271

（株）中野建築 5,000 －2407無法

建１
三重県度会郡度会町中之郷７６〒516-1238

中野　和久008504

TEL 0596-28-3267

（株）植田電気工事事務所 20,000 －2407無法

土１電２通１消１
三重県伊勢市旭町２８２－７〒516-0045

植田　幸成008509
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TEL 0596-36-2157

（有）朝日丸 10,000 －2407有法

土１と１舗１水１
三重県伊勢市下野町６５３－８〒516-0003

牧原　知弘008511

TEL 0596-22-0278

（株）大健建設 10,000 －2407無法

土１建１と１石１管１舗１し１水１解１
三重県伊勢市宇治浦田１－１０－３３〒516-0026

新井　春一008517

TEL 0596-43-2443

（有）二見木工建設 3,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市二見町茶屋４３０－１〒519-0609

山添　章008519

TEL 0596-24-3858

（有）リフォームミヤガワ 5,000 －2407無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県伊勢市辻久留３－１６－２〒516-0066

久住　文誉008521

TEL 0599-66-0161

（有）白髭商店 10,000 －2407有法

土１建１と１管１舗１水１解１
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦３９１４〒516-0101

白髭　辰己008524

TEL 0596-72-0251

南建工業（株） 40,000 －2407無法

土２建２大２と２石２管１鋼２舗２し２塗２防２園２水２解２
三重県度会郡南伊勢町東宮３１０８〒516-1309

岡野　修治008526

TEL 0596-58-4762

（株）中浦土木 10,000 －2407無法

土１と１石１舗１し１水１解１
三重県度会郡玉城町佐田１４３６〒519-0414

中浦　繁人008527

TEL 0596-20-5052

（有）大元工業 3,000 －2407無法

建１管１
三重県伊勢市黒瀬町１２３７〒516-0018

藤田　信義008532

TEL 0596-23-6000

（有）田中土木建設 5,000 －2407無法

土１建１左１と１石１管１鋼１舗１水１
三重県伊勢市中村町１０１２〒516-0028

田中　一弥008533

TEL 0596-36-0813

林建設 －2407無個

建１大１
三重県伊勢市馬瀬町７８８〒516-0002

林　哲男008535

TEL 0596-58-3439

（有）玉城電機工事 5,000 －2407無法

電１
三重県度会郡玉城町佐田３０６〒519-0414

鞆田　博章008536

TEL 0599-66-1417

南和建設（株） 20,000 －2407無法

土２建２と２管１鋼１舗２し２水２解２
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦１０６９〒516-0101

小谷　佐千代008538

TEL 0596-58-2728

フジタ建設工業（株） 10,000 －2407無法

土１建１鋼１
三重県度会郡玉城町妙法寺３９９－１〒519-0413

藤田　建成008545
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TEL 0596-38-0011

（有）中建工務店 8,000 －2407無法

土１建１と１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊勢市村松町字明野１３５８－２３〒515-0507

中西　勲008549

TEL 0596-36-2111

（株）伊勢グレーン 10,000 －2407無法

土１と１
三重県伊勢市下野町６５４－２０７〒516-0003

中北　譲008554

TEL 0596-52-1012

三重道路（株） 10,000 －2406無法

土１舗１
三重県多気郡明和町斎宮３７９７－３〒515-0321

新井　秀哲008556

TEL 0596-43-2162

（有）松岡電気店 5,000 －2407無法

電１消１
三重県伊勢市二見町荘１７６２〒519-0606

松岡　美幸008558

TEL 0596-24-7805

蓮台寺開発（有） 3,000 －2407無法

土１と１舗１水１解１
三重県伊勢市勢田町４７３－１〒516-0035

大西　範孝008565

TEL 0596-36-3054

（株）西邦建設 30,000 －2407無法

土２建２と２鋼２舗２し２園２水２解２
三重県伊勢市下野町６００－１３〒516-0003

西口　竜矢008567

TEL 0599-66-0191

徳田工業 －2407無個

建１内１
三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦２０８－２〒516-0101

徳田　健吉008569

TEL 0596-25-3957

（有）一建設 3,000 －2407無法

建１と１
三重県伊勢市朝熊町１９１８－９〒516-0021

田畑　一査008577

TEL 0599-66-1137

（有）谷口板金工業 10,000 －2407無法

建１大１屋１管１板１塗１防１内１
三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦４０５１〒516-0101

谷口　吉郎008578

TEL 0596-23-1811

（株）大一建設 10,000 －2407無法

土１建１
三重県伊勢市宇治浦田３－３５－２４〒516-0026

松嶋　直紀008587

TEL 0596-22-1755

西川建設（株） 10,000 －2407無法

土１建１と１
三重県伊勢市粟野町７２２〒516-0054

西川　源一008618

TEL 0596-22-9467

（株）高橋建築 20,000 －2407有法

建２
三重県伊勢市小俣町湯田９６４－１〒519-0506

高橋　藤生008621

TEL 0596-25-0345

舛本建築 －2407無個

建１
三重県伊勢市小俣町本町９８２〒519-0505

舛本　高明008625
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TEL 0596-58-3118

（株）丸吉建工 20,000 －2407無法

土１建１と１石１管１舗１し１園１水１解１
三重県度会郡玉城町佐田２４５－１〒519-0414

木村　健一008641

TEL 0596-23-1781

（有）朋和工務店 6,600 －2407無法

建１
三重県伊勢市上地町２５７８－３〒516-0051

小津　紀文008643

TEL 0596-58-3403

高口水道（有） 5,000 －2407有法

土１と１管１舗１水１
三重県度会郡玉城町佐田１１５－１〒519-0414

高口　一彦008669

TEL 0596-43-2973

西岡建設 －2407無個

土１と１
三重県伊勢市二見町荘８８０－１〒519-0606

西岡　當008671

TEL 0596-24-1387

（有）竹ヤ装建 8,000 －2407無法

建１内１
三重県度会郡玉城町久保２０８〒519-0411

竹内　忠士008678

TEL 0596-36-1288

伊勢日軽アルミ建材（株） 10,000 －2407無法

建１左１屋１板１ガ１塗１防１内１具１
三重県伊勢市下野町６００－８〒516-0003

藤村　喜成008679

TEL 0596-25-2109

中野工務店 －2407有個

建１
三重県伊勢市神久３－３－４０〒516-0017

中野　泰秀008680

TEL 0596-43-2877

松井工務店 －2407無個

建１
三重県伊勢市二見町江１０９５－７〒519-0602

松井　正和008691

TEL 0596-24-0101

吉川建設（株） 46,500 －2407無法

土２建２と２舗２水２解２
三重県伊勢市一之木３－２０－３２〒516-0071

吉川　松喜008695

TEL 0596-24-6670

吹上鋼材（有） 8,000 －2407有法

土１建１大１と１石１鋼１筋１舗１し１水１解１
三重県伊勢市黒瀬町１４６４〒516-0018

吉田　豊008696

TEL 0596-63-0026

（株）中野組 10,000 －2407無法

土１と１舗１し１水１
三重県度会郡度会町大野木２４３６－１〒516-2102

中野　竜基008697

TEL 0596-62-1025

（株）東出林業 20,000 －2407有法

土２建２大２屋２タ２内２
三重県度会郡度会町葛原６６３－１〒516-2101

南　泰仁008705

TEL 0596-36-1000

石川商工（株） 10,000 －2407有法

と１電１管１タ１機１具１消１
三重県伊勢市小木町５７－１〒516-0007

石川　雄一郎008709
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TEL 0596-39-1010

エスジェイシー寿（株） 60,000 －2407有法

土２と２石２電１鋼２舗２塗２水２解２
三重県伊勢市佐八町１１５４－３〒516-1102

岡　郁智008716

TEL 0596-72-1236

（株）大江建設 10,000 －2407無法

土１建１と１管１舗１水１
三重県度会郡南伊勢町大江６２５〒516-1302

木下　文一008718

TEL 0596-37-3959

（有）羽田野設備 27,000 －2407無法

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２機１水２
三重県伊勢市村松町１３５６－１２〒515-0507

羽田野　尚人008720

TEL 0596-36-3317

（株）原田組 20,000 －2407有法

土２建１と２管１舗２園１水２解２
三重県伊勢市大湊町２６４－１５８〒516-0001

南端　哲008726

TEL 0596-37-0374

（有）奥野電工 3,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市村松町字明野１３５８－２５〒515-0507

水谷　竜一008731

TEL 0596-23-0948

大栄建設（有） 3,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市小俣町本町２８３－１〒519-0505

岩尾　栄三008733

TEL 0596-37-5111

船谷建設（株） 50,000 －2407無法

土２建２電２
三重県伊勢市村松町１３６４－８〒515-0507

船谷　哲司008736

TEL 0596-25-8203

（有）伊勢営繕工務店 6,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市宇治浦田３－５７－１２〒516-0026

上田　豊008740

TEL 0596-24-2118

（有）小岸製材 3,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市小俣町宮前７４１〒519-0504

小岸　一昭008742

TEL 0596-31-1311

（株）サンシン 21,000 －2407有法

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２機１絶２具２水２解２
三重県伊勢市田尻町４４１－１〒516-0006

山下　智史008743

TEL 0596-37-5012

山本商会（株） 10,000 －2407無法

ガ１内１具１
三重県伊勢市西豊浜町１５８－２〒515-0505

山本　和成008750

TEL 0596-28-0113

（株）藤建組 45,000 －2407無法

建１と１
三重県伊勢市宮川１－１３－２６〒516-0061

中山　勇008756

TEL 0596-28-3476

（有）岡村水道 5,000 －2407無法

土１管１水１
三重県伊勢市二俣１－３－１４〒516-0064

岡村　隆008760
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TEL 0596-62-0629

（有）大河内 10,000 －2407有法

鋼１板１具１
三重県度会郡度会町棚橋５２５〒516-2103

山本　真太朗008761

TEL 0596-31-0051

（有）南部塗料 5,000 －2407有法

塗１防１内１
三重県伊勢市小木町１２７－６〒516-0007

福田　明008762

TEL 0596-22-3961

（有）丸天産業 3,000 －2407無法

電１井１
三重県伊勢市楠部町乙９９〒516-0014

辻　了008769

TEL 0596-22-1528

（有）小林建設 3,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市楠部町２０３－１〒516-0014

小林　英喜008771

TEL 0596-37-0994

（株）綿彦 10,000 －2407無法

内１
三重県伊勢市小俣町明野６３４〒519-0501

中西　正彦008772

TEL 059-327-7133

三邦塗装（株） 5,000 －2403無法

塗１
三重県鈴鹿市高岡台１－１４－７〒513-0019

中川　哲也008775

TEL 0596-27-1010

（有）太陽緑地 20,000 －2407無法

土１と１鋼１舗１園２水１
三重県伊勢市下野町６００－１３〒516-0003

吉川　信吾008778

TEL 0596-22-3181

ウシエ硝子 －2407無個

ガ１具１
三重県伊勢市黒瀬町１４１７〒516-0018

牛江　傳008781

TEL 0596-36-0780

（株）ＭＩＥＤＥＮ 3,000 －2407有法

通１
三重県伊勢市馬瀬町７４３－１〒516-0002

林　卓生008785

TEL 0596-58-2276

（有）マツヤマ環水 5,000 －2407無法

土１管１舗１機１水１
三重県度会郡玉城町小社曽根２２４７〒519-0422

松山　好秀008796

TEL 0599-66-1061

森井建設工業（有） 24,000 －2407無法

土２建２と２屋１管１鋼２舗２塗１防１園１水２解２
三重県度会郡南伊勢町神津佐１１５８－４〒516-0104

森井　一晴008799

TEL 0596-37-1228

（有）中広建設 20,000 －2407無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２園２水２解２
三重県伊勢市有滝町２１９３－２〒515-0501

中西　健二008805

TEL 0596-25-1848

西野電気工業 －2407無個

電１
三重県伊勢市勢田町３８０－１１〒516-0035

西野　勇藏008807
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TEL 0596-58-3233

（株）永井組 75,000 －2407無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２水２解２
三重県度会郡玉城町岩出８９６〒519-0425

樅山　勝巳008813

TEL 0596-23-3999

（有）竹谷業務店 10,000 －2407無法

左１タ１
三重県伊勢市上地町２９５－１０〒516-0051

竹谷　直紀008817

TEL 0596-24-8664

（有）秋無建設 5,000 －2407無法

土１建１と１石１管１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県伊勢市上地町１５３３－１〒516-0051

中西　秋無008819

TEL 0596-24-4574

（有）竜田組 10,000 －2407無法

土１と１舗１し１水１
三重県伊勢市黒瀬町１４２０〒516-0018

竜田　覚008830

TEL 0596-43-2177

（有）東倉鉄工所 5,000 －2407有法

土１管１舗１水１
三重県伊勢市二見町茶屋２５７－２〒519-0609

東倉　幸博008831

TEL 0596-25-9679

（有）中村特機設備 5,000 －2407無法

電１機１
三重県伊勢市岡本２－２－３２〒516-0036

中村　訓章008833

TEL 0599-66-0115

（株）谷口建設 20,000 －2407無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２園１水２解２
三重県度会郡南伊勢町切原１０３－１〒516-0102

谷口　悟008835

TEL 0596-65-0758

（有）玉串業務店 3,000 －2407無法

左１
三重県度会郡度会町川上２２９〒516-1245

玉串　和美008836

TEL 0596-39-1140

北条造園 －2407無個

土１園１
三重県伊勢市円座町野田崎５１８－１２〒516-1108

北条　吉己008837

TEL 0596-28-8645

（有）口山建設 3,000 －2407無法

建１大１
三重県伊勢市浦口３－３－８〒516-0062

口山　昇一008841

TEL 0596-23-1578

（株）山口工務店 47,750 －2407無法

土１建２大１と１石１屋１管１タ１鋼１内１園１解１
三重県伊勢市浦口２－９－２５〒516-0062

山口　毅008846

TEL 0596-43-3247

二見中村鉄工所 －2407無個

建１鋼１
三重県伊勢市二見町西字中野１８４〒519-0607

中村　行夫008849

TEL 0596-76-0100

南島設備（有） 10,000 －2407無法

土１建１と１管１舗１水１解１
三重県度会郡南伊勢町河内５０９〒516-1421

南　教生008854
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TEL 0596-23-6110

大洋電子システム（株） 10,200 －2407無法

通１
三重県伊勢市小俣町明野２９７－２〒519-0501

谷口　茂雄008860

TEL 0596-25-7369

（有）竜川組 20,000 －2407無法

土２と２舗２し２水２
三重県伊勢市岡本１－４－１３〒516-0036

竜川　望008862

TEL 0596-24-9003

（有）大房建設 5,000 －2407無法

土１と１
三重県伊勢市粟野町４１６〒516-0054

中井　満008865

TEL 0596-24-7166

（有）鳶土木東組 3,000 －2407無法

建１と１
三重県伊勢市御薗町高向３３７８〒516-0805

東　勝明008866

TEL 0596-24-4145

（有）荒木工務店 5,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市黒瀬町字山際２７６〒516-0018

荒木　義人008870

TEL 0596-52-1112

（株）アケノ 10,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県多気郡明和町大字明星２９７０－１１〒515-0313

茂谷　正勝008889

TEL 0599-72-2328

（有）東端電気 3,000 －2408無法

電１
三重県志摩市大王町船越８２８－１〒517-0604

上村　亮太008891

TEL 0596-36-4950

（有）炭野建設 5,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市御薗町新開８５９〒516-0802

炭野　圭亮008893

TEL 0596-37-2746

（株）小山電工 8,000 －2407無法

と１電１通１
三重県伊勢市小俣町明野３８０－３〒519-0501

小山　忠司008894

TEL 0596-25-5231

（有）サンデー塗料 3,000 －2407有法

塗１防１
三重県伊勢市小俣町宮前２０７〒519-0504

東　勝彦008897

TEL 0596-28-5203

大平電気（有） 3,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市小俣町宮前６３１－１〒519-0504

堀川　謙二008900

TEL 0596-36-2639

（有）シモイ電気工事 3,000 －2407無法

電１通１消１
三重県伊勢市神社港２９５－５９〒516-0004

下井　貞008902

TEL 0596-22-1375

（有）中野通信 5,000 －2407有法

通１
三重県伊勢市川端町２１３－８〒516-0052

中野　邦彦008904
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TEL 0596-23-2285

宮本塗装 －2407無個

塗１
三重県伊勢市黒瀬町１２９５－４〒516-0018

宮本　利之008905

TEL 0596-23-0861

奥野建築板金店 －2407無個

板１
三重県伊勢市鹿海町１４２８－３〒516-0013

奥野　行雄008910

TEL 0596-24-0161

（株）カド 10,000 －2407無法

建１具１
三重県伊勢市小俣町宮前２９７〒519-0504

門　朝道008913

TEL 0599-66-1143

（有）岡本美工 5,000 －2407無法

建１と１ガ１塗１防１内１具１
三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦３０４１－２〒516-0101

岡本　秀樹008918

TEL 0596-25-9271

（有）石垣工務店 5,000 －2407無法

土１と１舗１
三重県伊勢市小俣町新村１２６〒519-0507

石垣　敏也008919

TEL 0598-29-5870

（株）トーイチ電工 10,000 －2406無法

電１
三重県松阪市下蛸路町５０８－１〒519-2142

藤原　智008921

TEL 0596-25-7493

竹内左官工業 －2407無個

左１タ１
三重県伊勢市前山町１７０－１〒516-0044

竹内　章浩008928

TEL 0596-37-0234

矢形土木 －2407無個

土１と１
三重県伊勢市磯町５８０－１〒515-0504

矢形　道人008930

TEL 0596-37-1310

山本工務店 －2407無個

建１
三重県伊勢市村松町明野１３６０－１７〒515-0507

山本　伊佐武008938

TEL 090-3382-7899

三集グリーン －2407有個

土１石１園１
三重県度会郡南伊勢町道方７３５－２〒516-1301

上村　庸裕008940

TEL 0596-22-4946

岡山組 －2407無個

土１と１舗１水１
三重県伊勢市中須町３９７〒516-0053

岡山　好和008943

TEL 0598-86-3211

（株）プロホーム・大台 10,000 －2407有法

建１
三重県度会郡大紀町滝原４４７－１〒519-2703

神戸中　年則008945

TEL 0596-23-1790

（株）ミエメタル 10,000 －2407無法

屋１板１
三重県伊勢市一之木４－１０－１５〒516-0071

小倉　寛由008951
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TEL 0596-58-4336

桔川電機工事 －2407無個

電１
三重県度会郡玉城町宮古７４６－５〒519-0427

桔川　高志008952

TEL 0596-24-6433

（有）幸田工務店 5,000 －2407無法

建１と１解１
三重県伊勢市船江４－４－４〒516-0008

幸田　保生008960

TEL 0599-66-0073

ミオキ電化設備（株） 10,000 －2407有法

電１管１消１
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦１０１６〒516-0101

見置　雅樹008995

TEL 0596-36-5518

（株）竹内土木 10,000 －2407有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊勢市下野町６００－２４〒516-0003

竹内　伸行008998

TEL 0595-63-2971

中西造園 －2409有個

園１
三重県名張市薦生２９５〒518-0606

中西　稔浩009012

TEL 0595-47-0805

榎並工務店 －2409無個

建１
三重県伊賀市中村１９８３－１〒518-1406

榎並　吉信009028

TEL 0595-63-9800

（株）菊屋 80,000 －2409有法

土２建２大２と２石２屋２電２管２タ２鋼２舗２し２塗２内２機１園１水２解１
三重県名張市松崎町１４４３〒518-0722

北田　富三009031

TEL 0595-63-1887

雪岡建設 －2409無個

土１と１
三重県名張市青蓮寺９０１〒518-0443

雪岡　道和009032

TEL 0595-45-2408

築山造園（株） 5,000 －2409無法

土１園１
三重県伊賀市中柘植１３－４〒519-1404

勝間田　久稔009037

TEL 0595-63-1238

鈴木工務店 －2409無個

建１
三重県名張市豊後町２５５－５〒518-0728

鈴木　啓史009043

TEL 0595-47-0209

福井工業（有） 5,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１
三重県伊賀市中村１７５３－１〒518-1406

福井　一義009045

TEL 0595-39-0951

（株）大成金属鋼業 10,000 －2409有法

建１鋼１
三重県伊賀市予野８７５１〒518-1152

中島　文明009047

TEL 0595-21-5070

福森塗装店 －2409無個

塗１
三重県伊賀市西明寺４１９〒518-0809

福森　章夫009050
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TEL 0595-21-5646

（株）上田硝子店 10,000 －2409有法

ガ１具１
三重県伊賀市上野忍町２４４７－３〒518-0854

上田　功介009051

TEL 0595-45-2185

（有）小森建築 5,000 －2409無法

建１鋼１
三重県伊賀市中柘植１５０－１〒519-1404

藤田　豊009055

TEL 0595-23-8913

（有）粒來建設 5,000 －2409無法

建１
三重県伊賀市西明寺３２０４－３〒518-0809

粒來　孝雄009059

TEL 0595-48-0027

（有）廣塚鉄工 5,000 －2409無法

土１管１鋼１水１
三重県伊賀市猿野８４８〒518-1414

廣塚　升作009065

TEL 0595-20-1045

（株）岩田重機 3,000 －2409無法

土１と１舗１解１
三重県伊賀市白樫２５７１－１〒518-1151

岩田　利明009067

TEL 0595-59-2137

三重マグナ －2409無個

防１
三重県伊賀市島ヶ原１２０６０〒519-1701

山本　浩009068

TEL 0595-23-1344

小澤電業商会 －2409無個

電１
三重県伊賀市長田２８００〒518-0031

小澤　友治009075

TEL 0595-23-0174

衛藤電気 －2409無個

電１
三重県伊賀市上野愛宕町２９０２－４〒518-0846

衛藤　進009076

TEL 0595-38-1917

（株）竹本工業 10,000 －2409無法

土１管１舗１水１消１
三重県伊賀市下郡１１９－１〒518-0124

竹本　公博009080

TEL 0595-37-0713

森本建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市市部１３８２〒518-0102

森夲　雅行009082

TEL 0595-65-3054

（株）亀澤電気 20,000 －2409無法

電１管１通１
三重県名張市美旗中村７３９〒518-0615

亀澤　良和009085

TEL 0595-23-0284

総和技建工業（株） 3,000 －2409無法

土１建１と１舗１解１
三重県伊賀市上野丸之内１１７－６６〒518-0873

相楽　信男009087

TEL 0595-47-0845

（有）二光電工社 3,000 －2409無法

電１
三重県伊賀市鳳凰寺字轟２４０〒518-1405

西尾　徳樹009093
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TEL 0595-46-1173

福岡製材所 －2409有個

建１
三重県伊賀市奥馬野１３３－２〒518-1427

福岡　政憲009097

TEL 0595-23-2680

（有）新田設備工業 10,000 －2409無法

土１と１管１舗１水１
三重県伊賀市生琉里３１５２〒518-0821

新田　徳蔵009102

TEL 0595-21-0435

（有）徳永製材所 3,000 －2409有法

建１
三重県伊賀市上野丸之内１－４６〒518-0873

徳永　孝一009117

TEL 0595-23-1092

吉嵜造園（有） 3,000 －2409無法

園１
三重県伊賀市笠部４８９〒518-0122

吉嵜　宗宏009121

TEL 0595-23-8977

（有）豊岡建築 5,000 －2409無法

建１
三重県伊賀市西高倉４０４１－１〒518-0025

豊岡　賢009123

TEL 0595-45-5741

山下建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市野村１２５－１〒519-1405

山下　典寛009124

TEL 0595-23-3325

（有）インテリア一陽 3,000 －2409無法

内１
三重県伊賀市西明寺２８０１－７〒518-0809

松裏　啓司009125

TEL 0595-52-0510

亀井材木店 －2409無個

建１
三重県伊賀市伊勢路１５８－１〒518-0205

亀井　哲也009126

TEL 0595-52-1232

福岡設備工業（株） 12,000 －2409有法

土１建１と１管１鋼１舗１水１
三重県伊賀市岡田５４３－２〒518-0223

杉本　佳也009132

TEL 0595-45-2720

（株）まちだ 10,000 －2409有法

建１大１と１内１
三重県伊賀市柘植町３４９２－２〒519-1402

町田　一夫009134

TEL 0595-52-0489

（株）和廣工務店 10,000 －2409有法

土１建１管１園１
三重県伊賀市桐ケ丘５－８１〒518-0225

若山　素生009143

TEL 0595-43-0630

（有）中部電工社 3,000 －2409無法

電１
三重県伊賀市川合１２８－４５〒518-1315

前田　三千仁009145

TEL 0595-23-8951

（株）ナイセイ建設 10,000 －2409無法

建１鋼１
三重県伊賀市佐那具町字澤１５１３ー２〒518-0001

清水　昌一009146
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TEL 0595-52-0523

（有）後藤工作所 3,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県伊賀市阿保６７０－６〒518-0226

後藤　仁志009159

TEL 0595-38-1564

日新舗装（株） 40,000 －2409無法

土２舗２
三重県伊賀市下郡３４１－１〒518-0124

松永　秀幸009163

TEL 0595-24-0504

（有）奥田鉄工 3,000 －2409有法

鋼１
三重県伊賀市服部町２５６－３〒518-0007

奥田　正廣009166

TEL 0595-21-4034

（株）上金建材 10,000 －2409無法

屋１板１具１
三重県伊賀市緑ケ丘東町７８５－１〒518-0833

上田　常雄009169

TEL 0595-63-1053

森本木工 －2409無個

具１
三重県名張市薦生１６２〒518-0606

森本　克彦009173

TEL 0595-45-3811

（有）竹島産業 3,000 －2409無法

土１建１と１管１舗１園１
三重県伊賀市愛田３９４〒519-1413

竹島　康展009183

TEL 0595-45-2105

（有）柘植電気工業所 5,000 －2409有法

土１電１管１
三重県伊賀市柘植町１７５５－１〒519-1402

森藤　良典009187

TEL 0595-23-0922

（株）三重プロパン 10,000 －2409有法

管１
三重県伊賀市上野愛宕町２８９２－８〒518-0846

池澤　一晃009201

TEL 0595-63-7415

（有）サッシセンター柴田 3,000 －2409無法

具１
三重県名張市希央台３番町９７〒518-0773

柴田　重吉009207

TEL 0595-52-1148

（株）住澤工務店 10,000 －2409無法

土１建１大１と１
三重県伊賀市青山羽根１５０６〒518-0227

住澤　三夫009213

TEL 0595-63-1166

インテリアナカジマ －2409無個

内１
三重県名張市百合ヶ丘西１－１７〒518-0481

中嶋　昭夫009216

TEL 0595-63-1598

村橋造園（株） 10,000 －2409有法

土１と１石１園１
三重県名張市赤目町丈六３３５－３〒518-0465

村橋　收009218

TEL 0595-23-5626

長谷川興業（株） 20,000 －2409有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
三重県伊賀市小田町６３０－１〒518-0825

長谷川　誠009220
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TEL 0595-65-6181

（有）響住建 3,000 －2409無法

建１大１内１
三重県名張市さつき台２－２２〒518-0604

栢本　造009224

TEL 0595-21-5303

（株）中里工務店 30,000 －2409有法

土１建２大２と１屋２タ２鋼２舗１塗１内２解１
三重県伊賀市緑ケ丘南町４４０８－７〒518-0835

中里　雅紀009225

TEL 0595-24-1300

三晃工業（株） 20,000 －2409無法

屋１電１板１具１
三重県伊賀市小田町２００４〒518-0825

手穂　寛治009226

TEL 0595-52-1220

　岡鉄工所 －2409無個

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県伊賀市阿保７７３－１〒518-0226

　岡　純一009232

TEL 0595-23-2753

（株）乾建設 20,000 －2409無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１塗１防１内１具１解１
三重県伊賀市緑ケ丘南町４０１１－１〒518-0835

乾　諭009237

TEL 0595-21-5327

藤川工務店 －2409無個

建１
三重県伊賀市平野北谷４２４〒518-0826

藤川　貴充009242

TEL 0595-65-2155

（株）パナホーム伊賀 60,000 －2409有法

土１建１と１舗１塗１防１内１
三重県名張市美旗町池の台東６〒518-0614

清水　徹009247

TEL 0595-45-4302

（株）後出建材土木 20,000 －2409有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県伊賀市西之沢８４８－１〒519-1426

井上　登009251

TEL 0595-47-0933

廣島製材 －2409有個

建１と１
三重県伊賀市広瀬４９８－８〒518-1426

廣島　義久009252

TEL 0595-24-2320

館建築板金 －2409無個

屋１板１
三重県伊賀市西明寺３１５９－２〒518-0809

奥西　正平009255

TEL 0595-63-5345

南建設（株） 32,000 －2409無法

土２と２管２鋼２舗２塗２水２解２
三重県名張市蔵持町原出６２３－１〒518-0752

南　隆雄009262

TEL 05956-5-1638

小川電気工事（株） 30,000 －2409無法

電１管１通１
三重県名張市桔梗が丘４－４－１８〒518-0624

小川　和秀009263

TEL 0595-21-3592

井之坂工業（株） 10,000 －2409有法

土１電１管１水１消１
三重県伊賀市東高倉２３４－２〒518-0024

井之坂　浩径009266
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TEL 0595-21-9000

（株）中江土木 5,000 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県伊賀市下友生２８６０〒518-0817

川野　利恵009267

TEL 0595-23-5534

水江工業 －2409無個

土１建１左１
三重県伊賀市木興町９－４〒518-0845

水江　喜代治009282

TEL 0595-63-7556

（株）森本 5,000 －2409有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県名張市安部田２３８５〒518-0737

森本　敏之009294

TEL 0595-23-6206

丸山電気通信（株） 10,000 －2409無法

通１
三重県伊賀市山出字長野１８１７－２〒518-0127

丸山　成昭009296

TEL 0595-21-1381

（有）伊藤農園 25,000 －2409有法

土１と１石１管１鋼１舗１園１水１解１
三重県伊賀市荒木８９０－１〒518-0818

伊藤　靖紀009297

TEL 0595-65-3402

北都建設（株） 10,000 －2409無法

土１建１大１と１石１管１タ１鋼１筋１舗１し１園１水１解１
三重県名張市西原町２６８０－１〒518-0603

北田　進也009298

TEL 0599-45-3062

（有）池正建設 10,000 －2408無法

土１建１と１解１
三重県志摩市阿児町立神４２４〒517-0503

池田　正治009305

TEL 0599-55-0016

向原水道（株） 10,000 －2408有法

土１管１水１
三重県志摩市磯部町恵利原１０９０－１〒517-0209

向原　孝浩009306

TEL 0599-53-0682

大伴建設 －2408無個

建１
三重県志摩市浜島町浜島１７８７－４１〒517-0404

谷口　隆康009308

TEL 0599-55-0191

松本石材店 －2408無個

石１
三重県志摩市磯部町下之郷８９－４〒517-0207

松本　絋009325

TEL 0599-55-0628

（有）安立水道 10,000 －2408無法

土１と１管１舗１水１解１
三重県志摩市磯部町穴川１１００－２〒517-0213

安立　友也009327

TEL 0599-55-1935

小林建築 －2408無個

建１
三重県志摩市磯部町山田２３６〒517-0203

小林　繁廣009351

TEL 0599-43-3621

上滝鉄筋（株） 10,000 －2408無法

筋１
三重県志摩市阿児町鵜方２８８４〒517-0501

上瀧　康広009361
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TEL 0599-43-2823

（有）向山塗装看板 5,000 －2408無法

塗１
三重県志摩市阿児町鵜方１２２２－２〒517-0501

向山　英昭009364

TEL 0599-25-3921

鶴田業務店 －2408無個

左１タ１
三重県鳥羽市鳥羽５－３４－２９〒517-0011

鶴田　孝男009376

TEL 0599-72-1511

進栄建設（株） 10,000 －2408無法

土１建１と１水１解１
三重県志摩市大王町畔名２８５－１〒517-0601

池田　高009377

TEL 0596-23-2655

（株）岩建工業 40,000 －2407無法

土１と１石１舗１し１園１水１
三重県伊勢市朝熊町２４３０－１〒516-0021

岩本　宗幸009378

TEL 0599-45-3305

（有）出馬重機 20,000 －2408有法

土２建２と２管２舗２し２水２解２
三重県志摩市阿児町甲賀４５４１－１〒517-0505

出馬　泰道009384

TEL 0599-72-1330

（株）光栄電機商会 3,000 －2408無法

電１
三重県志摩市大王町波切１２０４－４〒517-0603

中山　啓009402

TEL 0599-25-2578

（株）木下水源 10,000 －2408無法

土１建１と１管１舗１機１園１井１水１解１
三重県鳥羽市安楽島町１２６３〒517-0021

木下　裕貴009405

TEL 0599-37-2120

丸一建設（株） 5,000 －2408無法

土１建１大１と１解１
三重県鳥羽市答志町２１９〒517-0002

中村　佐行009411

TEL 0599-43-2348

土性建設 －2408無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県志摩市阿児町鵜方２２９５－４〒517-0501

土性　文博009416

TEL 0599-25-6373

ダイワ建工（株） 5,000 －2408無法

土１建１大１と１管１舗１し１塗１防１内１水１解１
三重県鳥羽市菅島町５３〒517-0004

木下　裕嗣009427

TEL 0599-43-2433

（株）南電設 5,000 －2408無法

電１
三重県志摩市阿児町神明１１０７－５４〒517-0502

河西　恒夫009429

TEL 0599-45-2272

髙山建設（株） 20,000 －2408無法

土１建１大１と１
三重県志摩市阿児町立神４３０－１〒517-0503

岡本　賢治009431

TEL 0599-43-2578

三橋土木 －2408無個

土１と１
三重県志摩市阿児町鵜方１５３７－３〒517-0501

三橋　滿009435
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TEL 0599-25-2405

（有）中村松兵衛商店 5,000 －2408有法

管１
三重県鳥羽市鳥羽３－３０－１９〒517-0011

中村　岳尚009436

TEL 0599-55-2121

（株）ヤマジ 45,000 －2408有法

筋１
三重県志摩市磯部町坂崎１２０－４３７〒517-0212

山路　浩一009442

TEL 0599-25-4524

（有）尾崎建設 3,000 －2408無法

建１
三重県鳥羽市船津町１０８４－４〒517-0045

尾崎　行隆009446

TEL 059-268-5677

（有）古川工務店 5,000 －2404無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
三重県津市安濃町東観音寺４５８〒514-2326

古川　利也009449

TEL 0599-72-2602

鍛治吉 －2408無個

土１管１水１
三重県志摩市大王町船越１７９２－７〒517-0604

喜田　修弘009452

TEL 0599-72-0187

（有）松正建設 7,000 －2408無法

土１建１と１
三重県志摩市大王町波切２４９２〒517-0603

松井　一浩009456

TEL 0599-72-3647

広島屋文化設備店 －2408無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県志摩市大王町波切３３１３－１１〒517-0603

福永　直樹009457

TEL 0599-43-5050

東山電気工事（有） 20,000 －2408無法

電１
三重県志摩市阿児町鵜方２１６４〒517-0501

東山　武利009458

TEL 0599-47-4115

（株）みなべ建設 10,000 －2408無法

建１
三重県志摩市阿児町安乗１１２９－２〒517-0507

南部　望009476

TEL 0599-45-3034

（有）塩田塗装工業 7,000 －2408無法

建１塗１防１
三重県志摩市阿児町志島４３０－１〒517-0504

塩田　楠寛009479

TEL 0599-72-5570

（有）浜佐建設 3,000 －2408無法

土１建１
三重県志摩市大王町波切２５４７〒517-0603

濱口　雄009480

TEL 0599-33-6852

（有）中山建築 5,000 －2408有法

建１
三重県鳥羽市畔蛸町７２〒517-0033

中山　一已009483

TEL 0599-47-4189

（有）ユタカ電気工事 5,000 －2408無法

電１管１
三重県志摩市阿児町安乗１４１２－５〒517-0507

浦羽　豊重009487
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TEL 0599-53-2212

（有）宮柴水工 3,000 －2408無法

土１と１管１舗１水１
三重県志摩市浜島町桧山路５７１〒517-0401

柴原　行正009488

TEL 0599-33-6235

（有）マルミ商会 5,000 －2408無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１ガ１内１具１水１解１
三重県鳥羽市相差町２０３１－１０〒517-0032

中世古　美善009490

TEL 0599-25-6505

（株）マツダ建設 25,000 －2408有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県鳥羽市池上町２２－１７〒517-0012

松田　正人009491

TEL 0599-45-3234

所神根建設 －2408有個

土１建１管１
三重県志摩市阿児町立神３４３５－１〒517-0503

所神根　良夫009492

TEL 0599-25-3033

盛徳海運建設（株） 20,000 －2408有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県鳥羽市鳥羽４－２３８８－１０〒517-0011

小田　徳彦009494

TEL 0599-43-0169

丸文工業（株） 20,000 －2408有法

土２建２大２と２石２屋２管１タ２鋼２舗２し２塗２防２内２園１水２解２
三重県志摩市阿児町鵜方１１７３－１〒517-0501

西尾　亮009504

TEL 0599-55-2477

大宗住研 －2408無個

建１
三重県志摩市磯部町下之郷６２７〒517-0207

前田　協009506

TEL 0599-25-2505

（有）出口電気商会 10,000 －2408無法

電１消１
三重県鳥羽市堅神町１０１８－６〒517-0014

出口　裕朗009512

TEL 0599-72-3792

中井営繕（有） 3,000 －2408有法

建１
三重県志摩市大王町波切６５８－９〒517-0602

中井　正廣009514

TEL 0599-26-3805

（有）中村建設 5,000 －2408無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県鳥羽市安楽島町２０９０－２１５〒517-0021

中村　真人009515

TEL 0599-43-0051

（株）モリ京 10,000 －2408有法

管１
三重県志摩市阿児町鵜方２００９－１〒517-0501

森本　勝雄009518

TEL 0599-26-3879

中央庭園土木（株） 30,000 －2408無法

土１と１石１鋼１舗１し１園２水１解１
三重県鳥羽市安楽島町１７５－１〒517-0021

赤木　隆宏009521

TEL 0599-72-0590

（有）坂中建設 5,000 －2408無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１
三重県志摩市大王町波切２９３１〒517-0603

坂中　範人009522
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TEL 0599-46-1088

桝井建築 －2408無個

建１
三重県志摩市阿児町鵜方２９４４－３４６〒519-0501

桝井　智久009525

TEL 0599-45-3608

（株）山本建材 20,000 －2408有法

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県志摩市阿児町立神３４１２〒517-0503

山本　和宏009526

TEL 0599-45-3025

（有）向井造園 10,000 －2408無法

土１園１
三重県志摩市阿児町立神１９２７〒517-0503

向井　英一郎009529

TEL 0599-43-2738

三橋工務店 －2408無個

土１建１大１左１と１石１屋１鋼１筋１舗１し１塗１防１内１水１解１
三重県志摩市阿児町神明２２７〒517-0502

三橋　繁009533

TEL 0599-26-3727

（有）藤建設 5,000 －2408有法

土１建１と１石１舗１し１水１
三重県鳥羽市松尾町６０２〒517-0042

野村　藤伸009542

TEL 0599-26-3258

（有）大進ハウジング 20,000 －2408無法

土２建２大２と２電２管２鋼２筋２舗２し２ガ２塗２防２内２園２具２水２解２
三重県鳥羽市大明西町６－２〒517-0023

中村　壽009543

TEL 0599-26-5460

（有）ムラセホームサービス 3,000 －2408無法

土１建１と１舗１防１解１
三重県鳥羽市鳥羽３－３１－３４〒517-0011

村瀬　小百合009545

TEL 0599-52-1039

山本塗工 －2408無個

塗１
三重県志摩市浜島町迫子１９０〒517-0403

山本　豊009558

TEL 0599-25-3661

（有）三重ハウス 5,000 －2408有法

建１と１
三重県鳥羽市大明東町１２－４〒517-0022

中村　美次009559

TEL 0599-25-4348

坂倉電気工事 －2408無個

電１管１
三重県鳥羽市船津町５８０〒517-0045

坂倉　和雄009561

TEL 0599-45-3728

（有）太賀工務店 10,000 －2408無法

建１大１内１
三重県志摩市阿児町甲賀１９０１〒517-0505

小西　初幸009562

TEL 0599-43-7051

（有）よろず石工 3,000 －2408無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県志摩市阿児町鵜方８２－１０９〒517-0501

中渡　研吾009575

TEL 0599-45-3318

（有）アイビー造園 20,000 －2408有法

土１と１舗１園１解１
三重県志摩市阿児町甲賀４５４２－１〒517-0505

福永　宗継009580
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TEL 0599-53-1775

ヤマキ住建 －2408無個

建１
三重県志摩市浜島町浜島２６０６〒517-0404

山崎　君也009582

TEL 0599-43-8007

（有）辻工務店 5,000 －2408無法

土１建１水１
三重県志摩市阿児町国府１１２７－２〒517-0506

辻　正道009583

TEL 0599-25-2551

（有）美和電気商会 3,000 －2408無法

電１消１
三重県鳥羽市船津町１１２３〒517-0045

山本　耕生009586

TEL 0599-25-6450

栗原水道設備 －2408無個

管１
三重県鳥羽市大明東町１０－１９〒517-0022

栗原　勲009587

TEL 0599-53-0145

福中電気工業所 －2408無個

電１
三重県志摩市浜島町浜島１７８７－４６〒517-0404

福中　將009591

TEL 0599-43-5630

（株）賢島造園土木 10,000 －2408無法

土１建１園１
三重県志摩市阿児町神明３７３〒517-0502

名古　道宏009592

TEL 0599-53-0790

（有）井野建設 5,000 －2408無法

土１建１と１舗１解１
三重県志摩市浜島町桧山路４５４〒517-0401

井野　博明009593

TEL 0599-53-1567

（株）コサカ建硝 10,000 －2408有法

建１ガ１具１
三重県志摩市浜島町浜島１６１９－３〒517-0404

小坂　智哉009599

TEL 0595-37-0637

中森建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市比自岐７８４〒518-0105

中森　崇喜009612

TEL 0595-23-4380

（有）ニシザキ 6,000 －2409無法

土１と１
三重県伊賀市緑ケ丘東町１０１７－３〒518-0833

西﨑　春二009618

TEL 0595-45-4348

（有）林組 5,000 －2409無法

土１と１管１舗１
三重県伊賀市中柘植１５３－１０〒519-1404

林　勝彦009619

TEL 0595-23-7056

上野舗装（株） 20,000 －2409無法

土１舗１
三重県伊賀市久米町８４１－１〒518-0843

極並　徹009620

TEL 0595-21-0920

村田土木 －2409無個

と１
三重県伊賀市平野西町１２〒518-0820

村田　孝二009627
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TEL 0595-23-4067

山下建設 －2409無個

建１
三重県伊賀市千歳１０４５〒518-0002

山下　章郎009644

TEL 0595-21-6039

荒井組 －2409無個

土１と１
三重県伊賀市久米町２６８〒518-0843

荒井　義久009645

TEL 0595-45-9555

鈴木建設（株） 10,000 －2409無法

土１
三重県伊賀市柘植町２４１１－２７２〒519-1402

鈴木　くみ子009653

TEL 0595-47-0530

奥井板金店 －2409無個

屋１板１
三重県伊賀市平田７５５－１〒518-1422

奥井　勇009660

TEL 0595-21-3955

広瀬左官 －2409無個

左１タ１
三重県伊賀市上野愛宕町１８７６〒518-0846

廣瀬　尚久009662

TEL 0595-48-0331

森大建地産 －2409無個

土１建１と１管１
三重県伊賀市猿野１２３８〒518-1414

森　繁樹009666

TEL 0595-24-0514

（株）三創 20,000 －2409無法

土１と１石１舗１園１水１
三重県伊賀市土橋３３４－１〒518-0015

岡留　良博009672

TEL 0595-45-4886

寺島工務店 －2409無個

建１
三重県伊賀市小杉５０３〒519-1406

寺島　規光009679

TEL 0595-37-0631

薮岸組 －2409無個

土１と１管１
三重県伊賀市下郡５６－１〒518-0124

薮岸　源一009687

TEL 0595-21-3361

三重電設工業（株） 20,000 －2409無法

電１
三重県伊賀市四十九町１１７９－３〒518-0823

辻森　昭二009688

TEL 0595-63-7177

（株）ヤマモト 10,000 －2409有法

土１と１園１
三重県名張市夏秋１２９〒518-0731

山本　修009691

TEL 0595-21-3036

森島工業所 －2409無個

建１
三重県伊賀市西山１１１９〒518-0027

森嶋　那美009695

TEL 0595-52-2912

津元土木（有） 10,000 －2409無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊賀市高尾４２２９〒518-0216

津元　秀雄009700
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TEL 0595-64-3403

山三建設 －2409無個

土１と１石１鋼１舗１
三重県名張市赤目町柏原２２３０－１〒518-0464

山下　寛009703

TEL 0595-64-2541

（有）ウッド・メーカー田中 8,000 －2409無法

建１
三重県名張市緑が丘東１３２〒518-0756

田中　亮太009712

TEL 0595-68-0688

伊藤造園企画 －2409無個

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
三重県名張市つつじが丘北５－１８８〒518-0435

伊藤　猛009717

TEL 0595-24-3650

吉村塗装店 －2409無個

塗１
三重県伊賀市上野福居町３３４９－３〒518-0867

吉村　得夫009722

TEL 0595-23-0954

（有）アート工房 15,000 －2409有法

鋼１塗１
三重県伊賀市四十九町２１０７－２〒518-0823

前田　欣也009734

TEL 0595-24-0155

（有）林出ガラス 5,000 －2409無法

ガ１具１
三重県伊賀市緑ケ丘西町２５８９〒518-0837

林出　公彦009739

TEL 0595-21-1013

（有）小林建材店 3,000 －2409有法

屋１内１
三重県伊賀市上野忍町２６６３〒518-0854

小林　清剛009744

TEL 0595-23-9305

（有）シブキ設備 5,000 －2409無法

土１管１
三重県伊賀市緑ケ丘南町３９２５－７〒518-0835

渋木　直孝009745

TEL 0595-21-0623

山森電機設備（株） 20,000 －2409無法

電２管１通１消１
三重県伊賀市上野中町２９９５〒518-0869

山森　悟009747

TEL 0595-23-5848

大誠工務店 －2409無個

建１
三重県伊賀市平野蔵垣内１ー４〒518-0808

森川　和夫009748

TEL 0595-26-1155

（株）三山建設 1,000 －2409無法

土１建１と１舗１塗１水１
三重県伊賀市長田３３７２－１〒518-0031

三山　輝純009749

TEL 05972-2-8158

（株）きせい工業 10,000 －2410無法

鋼１
三重県尾鷲市尾鷲市野地町１０番２０号〒519-3617

井土井　善則009752

TEL 05972-2-1750

（有）玉置表具店 3,000 －2410有法

内１
三重県尾鷲市中村町６－２８〒519-3616

玉置　禎二009758
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大和建設 －2410無個

建１
三重県北牟婁郡紀北町長島１２２ー１〒519-3205

橋倉　義和009766

TEL 05973-9-0666

（有）尾上造園 5,000 －2410無法

園１
三重県北牟婁郡紀北町矢口浦２０６－２〒519-3415

尾上　銀也009772

TEL 05972-2-6205

（有）北正電設 4,000 －2410無法

電１
三重県尾鷲市矢浜２－１２－２０〒519-3671

北村　正人009785

TEL 0597-22-3302

（有）豆屋ガラス 3,000 －2410有法

ガ１具１
三重県尾鷲市坂場西町７－２０〒519-3666

太田　博英009790

TEL 0735-23-0511

グランド工房 －2411無個

タ１
三重県南牟婁郡紀宝町成川１５９－１０〒519-5713

谷口　拓也009809

TEL 0735-32-4055

吉中工務店 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町井田１９８７－３〒519-5711

吉中　敏二009812

TEL 05979-7-0115

（有）杉本建設 20,000 －2411無法

土２と２石２舗２し２水２
三重県熊野市紀和町板屋５３２－１〒519-5413

岩出　計紀009813

TEL 0597-83-0956

サンユー工業（株） 10,000 －2411無法

土１と１鋼１舗１水１
三重県熊野市五郷町寺谷７４９－４〒519-4673

宇城　久雄009817

TEL 0735-21-0955

高垣工務店 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町成川１５５－８〒519-5713

高垣　操男009820

TEL 05979-2-2702

岩本鉄工建設 －2411無個

建１鋼１
三重県南牟婁郡御浜町阿田和２１９３－２〒519-5204

岩本　義雄009823

TEL 05979-2-0093

山本電工 －2411無個

電１
三重県南牟婁郡御浜町下市木９１９－３５〒519-5203

山本　義夫009825

TEL 0735-32-2102

前地水道工業所 －2411無個

土１建１管１水１消１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿７４４〒519-5701

前地　隆雄009828

TEL 05979-2-0167

岡本建設 －2411無個

土１と１
三重県南牟婁郡御浜町志原４０３〒519-5202

岡本　廣009836
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TEL 0735-32-2611

﨑建設（株） 40,000 －2411無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県南牟婁郡紀宝町神内字大栗８５－８〒519-5712

﨑　惠子009842

TEL 0735-32-1146

（株）日比野生コン 10,000 －2411有法

と１タ１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿８〒519-5701

日比野　勝良009848

TEL 05979-2-3023

大江建築 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡御浜町下市木４６４７－４８〒519-5203

大江　正樹009849

TEL 0735-32-0853

平田建設 －2411無個

土１左１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県南牟婁郡紀宝町井田１７１０－１〒519-5711

平田　豊009854

TEL 0597-85-4215

石井組 －2411無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県熊野市井戸町１０２０－５８〒519-4324

石井　憲義009860

TEL 05978-9-5677

梶野工務店 －2411無個

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
三重県熊野市井戸町４４７－３１〒519-4324

梶野　政夫009861

TEL 0597-89-0578

川口電気 －2411無個

電１
三重県熊野市井戸町７６４－１〒519-4324

川口　哲009863

TEL 05978-5-3920

前川建設 －2411無個

土１と１
三重県熊野市木本町７〒519-4323

前川　泰彦009864

TEL 0597-89-4352

（株）幸榮建設 20,000 －2411無法

土２建２と２舗２塗２解２
三重県熊野市井戸町３３８－２〒519-4324

森村　哲也009876

TEL 05978-9-3020

ヒラタニ建装 －2411有個

防１内１
三重県熊野市井戸町７４３－５〒519-4324

平谷　満009878

TEL 0597-89-2469

建築峪中 －2411無個

建１
三重県熊野市有馬町５５８３－２〒519-4325

峪中　崇009881

TEL 05979-2-0404

三重建設（株） 10,000 －2411無法

建１解１
三重県南牟婁郡御浜町大字柿原１２７３－３７〒519-5206

濵口　みゆき009885

TEL 0735-29-7650

山瀬造園 －2411無個

園１
三重県南牟婁郡紀宝町神内４６１－１〒519-5712

山瀬　千太郎009888
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TEL 05978-9-1572

（有）トギヤ 3,000 －2411有法

電１通１消１
三重県熊野市井戸町５６４－２〒519-4324

山口　哲生009889

TEL 05978-9-2897

（有）岡久建設 10,000 －2411無法

土１建１と１管１水１
三重県熊野市有馬町５４６９－１〒519-4325

岡田　允男009890

TEL 0735-32-0536

（有）中西組 9,900 －2411無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県南牟婁郡紀宝町神内２２２－５〒519-5712

中西　章二009892

TEL 0597-85-4748

上林電気工事店 －2411無個

電１
三重県熊野市有馬町４０５０－１〒519-4325

上林　洋二009897

TEL 05979-2-1057

（有）三間谷プロパン 3,000 －2411有法

土１と１管１
三重県南牟婁郡御浜町大字下市木４３０１〒519-5203

三間谷　邦雄009900

TEL 05979-2-0046

山本電気ポンプ店 －2411無個

土１と１管１
三重県南牟婁郡御浜町大字志原１１６４－３〒519-5202

山本　幸二009901

TEL 0735-32-1495

（有）東宝建設 20,000 －2411有法

土１と１舗１
三重県南牟婁郡紀宝町井田２４３１－２〒519-5711

東　安秀009903

TEL 0597-89-6767

下岡建築 －2411無個

土１建１と１
三重県熊野市井戸町２７２７－１３〒519-4324

下岡　史利009910

TEL 0597-88-2137

南美装 －2411無個

塗１
三重県熊野市井戸町３１０２ー１〒519-4324

南　健志009912

TEL 0597-84-0700

（有）大恵工務店 8,000 －2411無法

土１建１
三重県熊野市飛鳥町佐渡字風呂谷口２１１〒519-4564

下垣内　素男009913

TEL 05978-9-2533

（株）ガーデン立嶋 10,000 －2411有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１
三重県熊野市木本町赤坂６４８－１０〒519-4323

立嶋　政子009914

TEL 05979-2-2335

荘和建設（株） 25,000 －2411無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県南牟婁郡御浜町下市木２８５３－２〒519-5203

出口　恭章009915

TEL 0597-97-0189

（有）寿建設 3,000 －2411有法

土１と１
三重県熊野市紀和町赤木９０３－８〒519-5404

林　芳樹009918
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TEL 05978-9-4506

仮屋塗装店 －2411無個

塗１
三重県熊野市久生屋町１２１４〒519-4326

仮屋　義雄009921

TEL 05978-9-0437

鳶大芳組 －2411無個

と１
三重県熊野市有馬町２８５４－３〒519-4325

林　芳男009922

TEL 0735-32-0602

紀伊建設 －2411無個

土１と１石１舗１し１水１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿２１５０－２９〒519-5701

野原　賢也009930

TEL 0597-88-7878

玉置建築 －2411無個

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県熊野市飛鳥町佐渡４９６－１〒519-4564

玉置　敬司009940

TEL 0735-32-1814

杉浦産業（有） 10,000 －2411有法

土１建１と１管１舗１
三重県南牟婁郡紀宝町井田６４１〒519-5711

杉浦　利也009944

TEL 05978-5-3006

（有）三重塗装 3,000 －2411無法

建１と１塗１
三重県熊野市久生屋町４０６－２０〒519-4326

仮屋　積009952

TEL 05979-2-1194

（有）向井電設 4,000 －2411無法

と１電１
三重県南牟婁郡御浜町大字下市木８９２－１〒519-5203

向井　伸一009963

TEL 0735-32-2094

（有）徳田組 31,000 －2411無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
三重県南牟婁郡紀宝町井田２０９５－６〒519-5711

徳田　稔009971

TEL 05978-9-1800

後呂組 －2411無個

建１解１
三重県熊野市金山町１３０〒519-4327

後呂　見好009976

TEL 0735-30-0818

（有）倉本工務店 3,000 －2411無法

建１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿２１７３－３〒519-5701

倉本　博美009977

TEL 0735-33-0211

第一建設（有） 3,000 －2411無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県南牟婁郡紀宝町井田１１１５－１〒519-5711

佐田　健一009978

TEL 05978-4-0434

谷口建設 －2411無個

土１と１
三重県熊野市飛鳥町大又１２０〒519-4561

谷口　幹一009986

TEL 0735-21-1510

佑建設（株） 5,000 －2411無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１解１
三重県南牟婁郡紀宝町北桧杖４４６－１〒519-5716

石垣　芳郎009987
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TEL 0795-32-2786

住創工務店（株） 5,000 －2411無法

建１と１鋼１塗１防１
三重県南牟婁郡紀宝町神内８０８－１〒519-5712

田尾　友児009995

TEL 05979-4-1814

松田建築 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡御浜町阪本４４７〒519-5321

松田　耕一009998

TEL 059-333-1066

（株）名阪造園 40,017 －2402無法

土１建１舗１園２
三重県四日市市野田２－５－２３〒510-0815

田中　清平010009

TEL 059-334-0618

山水塗装店 －2402無個

塗１
三重県四日市市京町２－１７〒510-0032

牛江　元則010012

TEL 0594-76-1415

（有）大鷹 3,000 －2401無法

建１
三重県員弁郡東員町城山１－３－８〒511-0233

大鷹　一太010019

TEL 0593-77-2845

（有）山本工務店 5,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県三重郡朝日町大字縄生２０９０－３〒510-8101

山本　殖010022

TEL 0593-39-1380

（有）市川鉄工所 5,000 －2402無法

建１鋼１
三重県四日市市中野町５００〒512-1304

市川　善臣010024

TEL 0593-52-6314

立木建築 －2402無個

建１
三重県四日市市八幡町５－３〒510-0097

立木　孝一010027

TEL 0593-26-3506

（有）三滝金属 5,000 －2402無法

屋１板１
三重県四日市市高角町２５７８〒512-0923

松永　健一郎010033

TEL 0593-94-2888

高橋建設（有） 5,000 －2402無法

土１建１と１舗１
三重県三重郡菰野町大字諏訪１８９４－３〒510-1223

高橋　幹年010037

TEL 059-345-3211

（株）シリックス 10,000 －2402無法

電１機１通１
三重県四日市市小古曽東２－９－４０〒510-0951

西尾　慎一010039

TEL 059-331-3498

（有）麗峰園 10,000 －2402無法

土１園１
三重県四日市市生桑町５５〒512-0911

加藤　裕久010046

TEL 059-332-5633

（有）阪本技建 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市万古町７－１３〒510-0804

阪本　常作010049
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TEL 059-394-0814

（株）三重造園 10,000 －2402無法

土１と１園１
三重県三重郡菰野町大字神森６９３－４〒510-1231

小林　一司010051

TEL 059-332-5915

（有）大塚保温 5,000 －2402無法

絶１
三重県四日市市西坂部町４５８７－２〒512-0913

大塚　靖010054

TEL 059-365-3683

庭雄荒木造園 －2402無個

土１と１石１舗１園１水１
三重県四日市市大字茂福５２３－１〒510-8027

荒木　俊幸010055

TEL 059-397-4160

開栄板金 －2402無個

屋１板１
三重県四日市市楠町南五味塚１５１６－１〒510-0104

竹野　和也010073

TEL 0593-63-1898

（株）宮田塗装 10,000 －2402有法

塗１
三重県三重郡川越町当新田７０３－１〒510-8111

小林　賢行010074

TEL 059-333-3945

大信建設 －2402無個

建１
三重県四日市市西坂部町２０３５－１〒512-0913

山本　信林010075

TEL 059-331-0578

中部外業（株） 27,000 －2402有法

管１鋼１機１
三重県四日市市富士町９－２０〒510-0013

仲井　聖憲010077

TEL 0593-65-5712

山下工務店 －2402無個

建１
三重県四日市市天カ須賀４－９－１５〒510-8001

山下　哲010091

TEL 059-363-0501

守成建設（株） 30,000 －2402無法

土２と２舗２塗２水２解２
三重県四日市市川北１－６０－１〒510-8031

田中　守010093

TEL 0593-52-2444

（有）銅仲鈑金工業所 3,000 －2402無法

屋１管１板１絶１
三重県四日市市沖ノ島町２－１〒510-0083

天野　輝男010096

TEL 0593-45-3832

（株）大伸光明社 10,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市日永西４－１８－２５〒510-0891

光本　五彰010099

TEL 0593-37-1365

（有）丸虎 15,000 －2402無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市山城町１７２３〒512-8048

渡邉　敏夫010104

TEL 0593-65-2755

（有）カワムラ建設 3,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１水１
三重県三重郡川越町大字高松１８１〒510-8121

川村　正則010109
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TEL 059-331-0518

（株）大江組 3,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市別名１－１３－１１〒510-0007

大江　保勝010111

TEL 059-322-1185

（株）ヨシオカ 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市笹川８－４３－１〒510-0944

吉岡　平三010114

TEL 059-321-6293

（株）明電 10,000 －2402無法

電１消１
三重県四日市市笹川４－８８〒510-0944

松浦　輝夫010124

TEL 059-353-1632

武田技研（株） 10,000 －2402無法

土１建１と１具１
三重県四日市市浜田町１４－１〒510-0067

武田　健司010132

TEL 0593-45-5959

四港重機（株） 10,000 －2402有法

と１機１
三重県四日市市貝塚町１６０－１０〒510-0873

荒木　一幸010133

TEL 0593-64-8654

スズキ塗装 －2402無個

塗１
三重県四日市市松原町２０－１５〒510-8015

鈴木　和馬010134

TEL 059-351-7745

高栄建設（株） 50,000 －2402無法

土１と１石１舗１し１
三重県四日市市西松本町４－１９〒510-0837

高田　督010135

TEL 059-332-7833

前川電気（株） 10,000 －2402有法

電１
三重県四日市市尾平町３７６８－３４２〒512-0921

前川　清廣010136

TEL 0593-22-5861

（有）永禄 15,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市東日野町３５５－１〒510-0942

永野　武洋010137

TEL 059-333-9660

（有）野口設備 10,000 －2402無法

土１と１管１舗１
三重県四日市市生桑町３１－１〒512-0911

野口　和子010144

TEL 059-328-3855

（有）末吉土木 5,000 －2402有法

土１と１舗１解１
三重県四日市市山田町１７１－１〒512-1111

岸本　陳往010145

TEL 059-321-1660

東和工業 －2402無個

土１管１
三重県四日市市南小松町１７３４－１〒510-0971

森東　國彦010153

TEL 059-329-2823

（有）一創重建 5,000 －2402有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県四日市市水沢野田町１２５８〒512-0301

加藤　稔010155
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TEL 0593-38-9855

片岡建創工業（株） 10,000 －2402無法

建１
三重県四日市市あかつき台２－１－６〒512-8046

片岡　優010158

TEL 0593-65-3362

水越土木 －2402無個

土１
三重県三重郡川越町当新田２９２〒510-8111

水越　貞010159

TEL 0593-31-1826

三重発動機（株） 10,000 －2402有法

電１機１
三重県四日市市白須賀１－３－１６〒510-0018

北川　幸生010160

TEL 059-351-1131

中日本建設（株） 48,000 －2402有法

土２建２と２鋼２解２
三重県四日市市北納屋町６－１４〒510-0047

伊藤　俊男010162

TEL 059-347-1727

（株）鹿毛建機 10,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市小古曽東１－２－１〒510-0951

鹿毛　将己010168

TEL 0593-65-3118

（株）一ヱ商店 10,000 －2402有法

土１タ１
三重県四日市市富州原町２３－２〒510-8016

鈴木　栄作010179

TEL 0593-65-0910

カネト製網（株） 10,000 －2402有法

と１
三重県四日市市大字茂福２２７５〒510-8027

渡部　栄治010185

TEL 0593-97-5431

（有）清水塗装工業 3,000 －2402無法

塗１防１
三重県四日市市楠町北一色４５２－５〒510-0107

清水　泰弘010195

TEL 0593-32-2543

（有）三重エアコンサービス 5,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市小杉町４５１－１〒512-0902

伊藤　貢010205

TEL 0593-22-2769

ＡＩ－ＣＲＯＳＳ（株） 48,000 －2402無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県四日市市川島町６６６１－１〒512-0934

山田　栄治010206

TEL 0593-26-1423

（有）丸征 3,000 －2402無法

土１
三重県四日市市桜町２５３４〒512-1211

山中　征夫010208

TEL 0593-21-2747

（有）ゴトウ建設 5,000 －2402無法

土１建１大１屋１タ１内１
三重県四日市市笹川１－１９４〒510-0944

後藤　正樹010214

TEL 059-345-9600

（株）高橋工業 10,000 －2402有法

と１管１鋼１塗１機１清１
三重県四日市市河原田町１２８８－２〒510-0874

高橋　東守010218
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TEL 059-331-2628

（有）江川材木店 5,000 －2402有法

建１大１
三重県四日市市尾平町１７０４－１〒512-0921

江川　浩一010219

TEL 059-333-6031

（有）小杉土木 20,000 －2402無法

土２建１と２管１鋼２舗２水２
三重県四日市市小杉町３３１－１〒512-0902

新井　弘司010222

TEL 0593-96-0520

千種工業（有） 3,000 －2402無法

建１鋼１
三重県三重郡菰野町大字竹成２０７１－２〒510-1312

千種　浩哉010227

TEL 0593-93-1281

仁田工事（株） 3,000 －2402無法

管１機１
三重県三重郡菰野町大字菰野２１６１－６〒510-1233

仁田　芳秀010228

TEL 059-332-1761

水谷土建（株） 25,000 －2402無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市大宮町２１－３〒510-0003

水谷　勇治010232

TEL 0593-96-1232

マキナ工業（株） 30,000 －2402有法

と１管１タ１鋼１塗１機２絶１
三重県三重郡菰野町竹成字高原３９９７－４４〒510-1312

千種　宏幸010234

TEL 059-377-3388

林建築 －2402有個

建１
三重県三重郡朝日町縄生３０２２〒510-8101

林　智也010236

TEL 0593-99-2626

日本アルシー（株） 80,000 －2402有法

管１機２通１
三重県三重郡菰野町大字竹成字弥八１２７０〒510-1312

藤野　清治010239

TEL 0593-94-1335

山下建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町池底９９－１〒510-1221

山下　峰男010262

TEL 0593-32-6054

（有）瀧祥設備工業 3,000 －2402無法

土１管１水１
三重県四日市市尾平町２５５３〒512-0921

小林　哲哉010268

TEL 0593-31-7351

（有）山三瓦工業 10,000 －2402有法

屋１
三重県四日市市山之一色町２３３－１〒512-0906

服部　竜大010270

TEL 059-340-5750

（株）サンエレベーター 10,000 －2402無法

機１
三重県四日市市山手町３３９６〒510-0005

諸戸　公一010271

TEL 059-374-3984

（有）樋口板金 3,000 －2403無法

建１屋１板１
三重県鈴鹿市石薬師町５７１－１１５〒513-0012

樋口　達也010274
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TEL 059-339-1919

愛三工業（有） 15,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市中野町字乳母ヶ懐６２７－７５〒512-1304

石橋　久典010282

TEL 059-337-3166

（有）五鈴建装 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市朝明町２５２８－１５〒512-8054

髙木　義典010284

TEL 0593-22-1314

（株）三正 10,000 －2402無法

絶１
三重県四日市市小林町３０１９－１８７〒510-0946

阿野田　正基010293

TEL 059-397-4960

（株）アサヒ電設 20,000 －2402無法

電２通１
三重県四日市市楠町南五味塚７８３－１〒510-0104

西端　岳史010294

TEL 0593-21-5071

（有）タニキ 5,000 －2402無法

土１と１
三重県四日市市川島町６２００－７〒512-0934

谷口　浩二010301

TEL 0593-93-1193

南川建材 －2402無個

土１石１鋼１舗１水１
三重県三重郡菰野町大字菰野６９５２〒510-1233

南川　清和010303

TEL 059-396-0270

（有）松岡燃工 3,000 －2402有法

土１管１
三重県三重郡菰野町大字竹成１９４９－２〒510-1312

小山　陽之010306

TEL 059-394-0939

三恭工業（有） 5,000 －2402無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県三重郡菰野町大字菰野２２９７－５〒510-1233

山本　敦010307

TEL 059-398-2300

（有）岡田建設 10,000 －2402無法

土１と１管１舗１園１解１
三重県四日市市楠町本郷１５４－６〒510-0106

岡田　武司010312

TEL 0593-97-3921

（有）長栄工業所 3,000 －2402無法

管１鋼１
三重県四日市市楠町小倉１８８３〒510-0101

堤　和志010314

TEL 0593-53-5885

（有）大丸電業 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市松本４－９－２９〒510-0836

藤田　博之010319

TEL 059-321-0447

宇佐美建築 －2402無個

建１
三重県四日市市川島町６６８９－１〒512-0934

宇佐美　幸春010322

TEL 059-321-5635

（有）名四ダイビング 5,000 －2402無法

土１と１
三重県四日市市東日野町４６８－１〒510-0942

西脇　由美子010324
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TEL 0593-63-0534

トータルインテリア朝日 －2402無個

内１
三重県三重郡川越町大字豊田一色４８３－９〒510-8123

太田　茂010337

TEL 059-326-4082

秀和建設 －2402無個

土１建１と１舗１
三重県四日市市下海老町４２７０－３〒512-1203

川森　秀明010339

TEL 0593-65-2714

（株）翠豊園 15,000 －2402有法

土１園１
三重県三重郡川越町豊田２４６６〒510-8122

柳川　信裕010341

TEL 0593-65-6635

（株）ワールドスポーツ施設 10,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市大矢知町５１０〒510-8034

伊藤　幸子010343

TEL 059-332-8217

（有）シマダ製作所 10,000 －2402無法

板１
三重県四日市市大字末永１０７４〒510-0813

嶋田　壽夫010344

TEL 0593-26-3219

（有）坂倉工業所 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市菅原町４４４〒512-0925

坂倉　誠010346

TEL 059-346-8288

ベストインダストリー（株） 10,000 －2402無法

塗１絶１
三重県四日市市川尻町７２４－３〒510-0871

人見　みずほ010352

TEL 0593-51-7075

（有）エイケン 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市伊倉２－７－９〒510-0832

稲葉　昌弘010355

TEL 0593-64-5088

山田建築 －2402無個

建１
三重県四日市市大字茂福２２９８－２〒510-8027

山田　昇010359

TEL 0593-51-3496

（有）小田組 3,000 －2402無法

土１建１
三重県四日市市元町９－７〒510-0088

小田　満俊010364

TEL 059-334-1581

アルプス造園（有） 5,000 －2402無法

土１園１
三重県四日市市尾平町３６１０〒512-0921

殿林　繁樹010368

TEL 0593-45-4827

（株）興立プラント工業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市河原田町９６７－２〒510-0874

立花　実010372

TEL 0593-93-3511

（有）キンキ不動産流通販売 15,000 －2402有法

建１
三重県三重郡菰野町菰野１３９０〒510-1233

前田　早百合010378
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TEL 0593-32-8323

大芳建設 －2402無個

建１
三重県四日市市八田２－１２－１１〒510-0001

田中　芳信010379

TEL 0595-85-3033

（有）朋組 3,000 －2403無法

と１
三重県亀山市川崎町４７３２〒519-0211

川上　勇010385

TEL 059-339-0766

市川建築 －2402無個

建１
三重県四日市市中野町９４６〒512-1304

市川　忠文010387

TEL 0593-28-2067

（有）加藤興業 3,000 －2402無法

土１建１と１鋼１舗１水１
三重県四日市市鹿間町１－１〒512-1113

加藤　和也010391

TEL 0594-72-7961

（株）ＮＫＲＯＡＤ 10,000 －2401無法

土１と１舗１
三重県いなべ市北勢町阿下喜１４０８－２〒511-0428

新美　由佳010394

TEL 059-333-8817

（有）コスモプランニング 5,000 －2402有法

土１建１
三重県四日市市東坂部町４１７〒512-0904

小林　政雄010403

TEL 0593-45-0954

藤田マル久工業（有） 3,000 －2402無法

土１建１左１と１
三重県四日市市河原田町２４３４－１〒510-0874

藤田　浩康010406

TEL 059-333-7531

（有）谷口機工 18,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市浜一色町８－２４〒510-0031

谷口　誠010410

TEL 0593-77-2311

（有）辻電気工事店 6,000 －2402無法

電１
三重県三重郡朝日町大字柿３１２７〒510-8103

辻　仁己010412

TEL 0593-38-0983

一瀬技建 －2402無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市札場町５６４〒512-8056

一瀬　照夫010413

TEL 0593-26-4171

三滝工業所 －2402無個

絶１
三重県四日市市寺方町７４０－１〒512-0924

山下　勇喜夫010414

TEL 0593-54-6465

（株）ズーム 10,000 －2402無法

建１管１内１
三重県四日市市堀木２－１４－２〒510-0076

佐久間　始010421

TEL 059-329-6277

（株）セフティーシステム 10,000 －2402無法

消１
三重県四日市市楠町本郷１０６－２〒510-0106

津本　修一010435



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

179頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-396-1885

山口建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町大字榊９３５－４〒510-1325

山口　一也010436

TEL 059-333-5400

中京防災システム（株） 10,000 －2402無法

建１消１
三重県四日市市東阿倉川７８１－３〒510-0805

中林　朋久010437

TEL 059-396-0241

ハットリケンチク －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町榊８０１－３〒510-1325

服部　靖孝010438

TEL 0593-64-8275

渡部プラント工業（株） 10,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市広永町１３３６－１〒512-8061

渡部　明010444

TEL 0593-63-0110

（株）オガワホーム 10,000 －2402有法

建１
三重県四日市市大字羽津４６４５－１〒510-0012

小川　勝久010445

TEL 059-353-8311

アビオン（株） 10,000 －2402有法

土１建１
三重県四日市市高砂町２－５〒510-0042

堀木　俊男010448

TEL 059-339-0225

（有）東海ライズ 10,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県四日市市市場町１０４１－１８〒512-1302

川勝　道徳010449

TEL 059-349-6111

（株）中部樹脂工業 10,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市小古曽２－１－３〒510-0958

服部　英機010451

TEL 0593-78-0375

（有）村山塗装工業 3,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市尾平町１７７９－１９地先〒512-0921

村山　茂広010454

TEL 059-331-5519

（株）諸戸 10,000 －2402無法

建１内１
三重県四日市市末永町２－７〒510-0807

諸戸　弘之010458

TEL 0593-46-5136

（有）椿原塗装工業 5,000 －2402無法

と１塗１
三重県四日市市川尻町２１６１－４〒510-0871

木股　真一010460

TEL 0593-26-7171

（有）上海老伊藤鉄工 3,000 －2402無法

建１鋼１
三重県四日市市上海老町１８８８－３〒512-1201

伊藤　博昭010462

TEL 059-397-3484

クラタニ工務店 －2402無個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県四日市市楠町北五味塚１１９３－３〒510-0103

倉谷　久雄010464
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TEL 0593-65-9659

サカクラネット（有） 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市天カ須賀４－５－３３〒510-8001

坂倉　幸治010465

TEL 0593-77-3701

（有）片山建築 3,000 －2402無法

建１
三重県三重郡朝日町大字柿１３２６〒510-8103

片山　清繁010467

TEL 059-328-3462

西建工（株） 10,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市小山町７３７６〒512-1102

西口　清和010468

TEL 059-364-6099

朝明工務店 －2402無個

土１と１鋼１舗１水１解１
三重県三重郡川越町大字北福崎１０１－２〒510-8125

鈴木　陽介010471

TEL 0593-21-6009

大栄建設（有） 3,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市笹川１－２４１－２〒510-0944

青木　博久010476

TEL 0593-54-9800

丸成工業（有） 3,000 －2402無法

土１と１管１舗１
三重県四日市市芝田２－４－２２〒510-0822

野口　敦也010482

TEL 059-325-3777

（有）斎木組 10,000 －2402無法

と１解１
三重県四日市市曽井町１５４１－１〒512-0922

齋木　通義010483

TEL 0593-96-4949

（有）アイエスプリム 3,000 －2402有法

建１
三重県三重郡菰野町大字竹成３５７１－１〒510-1312

松永　かおり010488

TEL 0593-97-5200

（株）渡辺鉄工 30,000 －2402無法

建１鋼１
三重県四日市市楠町北五味塚１２５６〒510-0103

渡邉　真剛010505

TEL 0593-52-5544

（有）日野電業 3,000 －2402無法

電１機１
三重県四日市市稲葉町１－１８〒510-0041

田中　淳一010506

TEL 0593-65-6041

（有）フクタ建工 5,000 －2402無法

屋１板１
三重県四日市市富田栄町８２－７〒510-8025

福田　秀樹010508

TEL 0593-45-1862

（有）山口工業所 3,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市大字塩浜３０３０－１〒510-0863

山口　義弘010511

TEL 0593-21-1499

（有）久野熔接工業 3,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市川島町９８６－１〒512-0934

久野　禎也010513
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TEL 0593-94-2836

（有）サンセイ 3,000 －2402無法

電１
三重県三重郡菰野町大字神森９０７－１４〒510-1231

伊藤　俊夫010518

TEL 059-333-2171

東海美装（有） 3,000 －2402有法

内１
三重県四日市市本郷町８－３〒510-0806

竹本　庄平010520

TEL 0593-96-1258

（有）庭藤 3,000 －2402無法

土１園１
三重県三重郡菰野町大字竹成１１９３〒510-1312

伊藤　好秀010523

TEL 0593-26-6720

（有）鹿島設備 25,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市桜台１－６－１８〒512-1214

鹿島　敏雄010525

TEL 0593-63-2735

（有）カートエンジニアリング 7,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市広永町川原１３８２－１〒512-8061

今橋　浩一010526

TEL 0593-52-6276

（有）北真工業 3,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市新々町３－１１〒510-0094

北村　信一010529

TEL 0594-88-5755

（株）三重テクノ 10,000 －2401有法

土１と１電１管１鋼１機１通１水１
三重県桑名市大字桑部１４９６－１〒511-0923

中村　仁司010531

TEL 059-326-8308

（有）倉田設備 3,000 －2402無法

管１消１
三重県四日市市高角町２６６７－２〒512-0923

倉田　正雄010536

TEL 059-321-2847

古川工務店 －2402無個

建１
三重県四日市市西日野町３２１４－１〒510-0943

古川　誠一010537

TEL 059-327-5672

（株）アイチウェル 10,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市和無田町１０１４〒512-1114

坂本　紀生010539

TEL 059-345-1321

フコク施設工業（株） 10,000 －2402無法

土１と１塗１
三重県四日市市大井の川町１－１６０７〒510-0846

川村　昌之010541

TEL 0593-46-0945

（株）中部鋼業 20,000 －2402無法

管１鋼１
三重県四日市市六呂見９５８－５〒510-0881

大島　三雄010546

TEL 059-333-0953

渡成建設（株） 10,000 －2402無法

土１建１と１舗１
三重県四日市市東垂坂町４０－１０〒510-8035

渡邉　康儀010547
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TEL 059-346-4811

（株）双葉メンテック 26,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市大治田２－７３３－１〒510-0875

伊藤　一雄010548

TEL 0593-21-4483

（有）小林溶接 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市笹川５－２６－２〒510-0944

小林　弘佳010551

TEL 059-394-0452

（有）ナカムラ工業 20,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町大字宿野９１７－１〒510-1232

中村　勝010557

TEL 0593-77-2405

（有）イナ工業 3,000 －2402無法

鋼１
三重県三重郡朝日町柿２２８２－４〒510-8103

稲垣　圭一010560

TEL 0593-37-0588

（有）ミズタニ建築 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市山城町８９８〒512-8048

水谷　勝志010563

TEL 059-352-1220

中部住研（株） 20,000 －2402有法

土１建１大１と１屋１鋼１舗１内１
三重県四日市市青葉町７８０－４〒510-0839

坂倉　慎一010564

TEL 059-346-2973

（株）宇佐三工業所 10,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市石原町１〒510-0842

田中　雅久010570

TEL 059-324-6876

（株）舘建築 5,000 －2402無法

建１
三重県三重郡菰野町大字田口新田１８９１－１〒510-1322

舘　正美010572

TEL 059-397-2661

（有）杢承 3,000 －2402無法

建１大１
三重県四日市市楠町本郷１３５０－８〒510-0106

下濱　佳奈010573

TEL 0593-47-4400

（有）セフテック 5,000 －2402有法

土１と１鋼１舗１塗１水１
三重県四日市市采女町１９２６－２〒510-0954

山中　秀二010576

TEL 0593-32-3316

（有）宇佐美工業 3,000 －2402無法

土１建１鋼１
三重県四日市市生桑町８５３〒512-0911

宇佐美　悦男010578

TEL 059-337-1175

（有）くろい建設 3,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市あさけが丘３－１－３２〒512-8055

黒井　元誠010580

TEL 059-321-8071

（株）東海機工 5,000 －2402無法

機１
三重県四日市市小生町１９０－３〒512-0932

長谷川　雅人010582
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TEL 059-322-2853

（株）松葉板金 5,000 －2402無法

板１
三重県四日市市波木が丘町２２－１２〒510-0962

松葉　公一010583

TEL 059-365-9427

日沖建築 －2402無個

建１
三重県四日市市南富田町９－２〒510-8013

日沖　譲平010585

TEL 059-332-4347

渡辺電気 －2402無個

電１
三重県四日市市小杉町字平地１７７３〒512-0902

渡辺　保生010587

TEL 059-346-9311

（株）奥野工業 25,000 －2402無法

土１と１鋼２塗１
三重県四日市市塩浜本町２－８７６－１〒510-0854

奥野　勉010588

TEL 0593-45-2141

（有）昌建設 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市釆女が丘２－８〒510-0953

東川　敏治010593

TEL 0593-94-1874

山口土建 －2402無個

土１
三重県三重郡菰野町大字千草２０４７－２〒510-1251

山口　学010594

TEL 0593-33-3937

（有）美向 5,000 －2402無法

内１
三重県四日市市三重１－２〒512-0912

後藤　貴志010597

TEL 059-365-9407

（株）ふくた 5,000 －2402無法

土１左１と１鋼１舗１解１
三重県三重郡川越町高松６９５〒510-8121

福田　泰人010598

TEL 059-377-4656

マルナカ住宅設備（株） 10,000 －2402無法

建１と１管１
三重県三重郡朝日町大字柿２７２９〒510-8103

佐藤　智彰010599

TEL 0593-97-2267

（有）クリーンメンテ楠 3,500 －2402有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市楠町北五味塚１９２３〒510-0103

岩原　由鶴010600

TEL 059-333-3500

東海地所（株） 21,000 －2402有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市陶栄町３－２〒510-0035

野呂　知生010601

TEL 0593-38-0444

（有）ケンエイ電設 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市あがたが丘２－１６－９〒512-1202

渡邊　賢三010605

TEL 059-346-9006

（株）伸栄設備工業 10,000 －2402有法

板１
三重県四日市市采女町３２８７－１２〒510-0954

平林　秀敏010610
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TEL 0593-37-3722

（株）カクスギ 10,000 －2402無法

土１と１舗１水１
三重県四日市市あかつき台２－１２９４〒512-8046

杉本　ひろみ010613

TEL 059-325-4555

ＭＨＲ（株） 38,000 －2402無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市桜花台１－５１－４〒512-1216

山口　めぐみ010614

TEL 059-320-3822

アイカ（株） 10,000 －2402無法

建１
三重県四日市市八王子町２７３〒510-0947

豊田　成夫010616

TEL 059-331-3726

（有）博本組 5,000 －2402無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県四日市市尾平町３７３１－１９〒512-0921

本田　知浩010619

TEL 0593-51-8821

（有）古市建材 20,000 －2402有法

土２建１と２鋼２舗２塗２水２解２
三重県四日市市青葉町８００－１１６〒510-0839

古市　秀夫010622

TEL 0593-32-6211

（有）森福設備工業 8,000 －2402無法

管１
三重県四日市市尾平町２６７０〒512-0921

森　康人010627

TEL 059-349-0522

（株）ダイキ 10,000 －2402無法

機１
三重県四日市市大字泊村１１２８－５５〒510-0894

坂井　良幸010628

TEL 059-361-0850

（株）シーキューブ三重 30,000 －2402無法

通２
三重県三重郡川越町大字豊田６６８－１〒510-8122

杉山　弘一010629

TEL 0593-22-1554

山口商店 －2402無個

土１舗１
三重県四日市市小生町３２６〒512-0932

山口　松郎010630

TEL 059-373-6094

トリトン（株） 7,000 －2402無法

土１建１と１鋼１舗１水１
三重県四日市市羽津中２－２－４〒510-0002

山下　友和010632

TEL 059-365-8990

斉藤建設 －2402無個

土１建１左１と１鋼１舗１水１
三重県三重郡川越町豊田一色１２６－１〒510-8123

齊藤　純一010635

TEL 0593-47-2620

（株）トーワ空調設備 10,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市大池町３７〒510-0866

中山　彰010638

TEL 059-333-5266

（有）西山建設 9,000 －2402無法

土１と１管１鋼１舗１水１
三重県四日市市大字東阿倉川５２４〒510-0805

西山　俊明010639
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TEL 059-345-4864

久友建設（有） 3,000 －2402有法

建１
三重県四日市市采女が丘１－２０２〒510-0953

辻　慶久010640

TEL 0593-29-2844

（有）森農園 5,000 －2402無法

土１と１園１解１
三重県四日市市水沢野田町１２２３〒512-0301

野崎　祐介010644

TEL 059-338-7257

（有）西脇工務店 3,000 －2402無法

土１と１鋼１舗１し１塗１
三重県四日市市札場町５４２－８〒512-8056

西脇　弘紀010648

TEL 0593-63-4708

（有）ナガイケ建鉄 3,000 －2402無法

鋼１
三重県三重郡川越町大字当新田字中通４９０〒510-8111

永池　功一010651

TEL 0593-51-2237

（株）東海調温 10,000 －2402無法

管１板１
三重県四日市市伊倉３－４－１４〒510-0832

市野　毅010656

TEL 0593-53-2452

三厨建築 －2402無個

建１
三重県四日市市中川原２－５－９〒510-0833

三厨　彦隆010662

TEL 059-323-0535

円商建工 －2402無個

土１と１管１水１
三重県四日市市貝家町６７－１〒510-0956

中川　宏一010666

TEL 059-364-6485

（株）ダイコウ 3,000 －2402無法

タ１
三重県四日市市西冨田町３２３〒510-8024

大橋　恭久010670

TEL 0593-94-5487

（有）勇健工業 15,000 －2402無法

と１内１
三重県三重郡菰野町大字潤田８１３－１３〒510-1253

小林　智010679

TEL 059-345-0110

（株）シンカイ工業 10,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市海山道町３ー１０１〒510-0845

徳山　龍澤010680

TEL 059-339-1022

（株）伊藤興業 40,000 －2402無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市西村町３８５０〒512-1305

伊藤　清勝010681

TEL 059-328-1880

（株）光星電機工業 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市堂ヶ山町字花ノ木２０５６〒512-1115

伊藤　実昭010683

TEL 0593-64-2937

（株）ヤマダ設備工業 10,000 －2402無法

土１と１管１舗１水１
三重県四日市市南富田町４－３６〒510-8013

山田　俊二010684
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TEL 0593-51-3302

（株）ジェック 15,000 －2402有法

土１建１
三重県四日市市安島１－２－２７〒510-0075

藤田　昭雄010687

TEL 0593-21-4363

森下住建 －2402無個

建１
三重県四日市市東日野町３２２－３〒510-0942

森下　利明010689

TEL 059-331-9920

（株）相互設備 10,000 －2402有法

管１
三重県四日市市清水町２－３６〒510-0814

伊藤　耕太郎010690

TEL 0593-94-3664

サンホウ（株） 10,000 －2402有法

土１と１防１
三重県三重郡菰野町大字川北２９０９－２〒510-1224

長谷川　翔太010691

TEL 0593-29-3067

（有）清水工務店 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市水沢町３２６－１〒512-1105

清水　文弘010697

TEL 0593-31-5133

（有）中部メンテナンス機工 5,000 －2402無法

機１
三重県四日市市羽津乙１０１５－４〒510-0012

小林　君夫010700

TEL 059-352-2766

（株）サンアタック 10,000 －2402無法

通１
三重県四日市市元町１－６－５０２　レインボー元町〒510-0088

久保田　直樹010703

TEL 0593-55-0888

エイワテック（株） 14,000 －2402有法

管１鋼１機１
三重県四日市市堀木２－８－２０〒510-0076

中岡　昭彦010704

TEL 0593-52-0244

（有）マレック向陽 3,000 －2402有法

建１内１
三重県四日市市安島１－７－１２〒510-0075

加藤　崇010706

TEL 0593-33-3828

セイワシステムサービス（株） 10,000 －2402有法

電１消１
三重県四日市市別名１－１８－７〒510-0007

伊藤　正人010709

TEL 0593-26-4157

（有）一光 3,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市寺方町４６１－７〒512-0924

梅田　光明010710

TEL 0593-33-5534

（株）エス・ケイ・ディー 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市尾平町３５１６－５〒512-0921

太田　成人010714

TEL 059-363-8449

（株）丸谷建設 40,000 －2402有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市大矢知町４９３－１〒510-8034

水谷　勉010715
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TEL 0593-46-3623

ヤスダ工業（株） 3,000 －2402無法

土１建１と１管１鋼１機１
三重県四日市市小古曽東２－６－１８〒510-0951

安田　喜信010716

TEL 059-340-3910

四日市グレーン（株） 20,000 －2402無法

土１建１と１電１舗１機１
三重県四日市市下海老町６５８－１〒512-1203

三枝　哲雄010717

TEL 0593-50-3030

（株）フジケンホーム 10,000 －2402有法

建１
三重県四日市市ときわ２－８－９〒510-0834

藤原　英雄010721

TEL 0593-39-0588

齋藤建築 －2402無個

建１
三重県四日市市小牧町８０６－１〒512-1303

齋藤　重男010722

TEL 0593-63-4736

（有）新興 10,000 －2402無法

機１
三重県四日市市松寺３－６－１８〒510-8021

加藤　夏美010725

TEL 0593-21-0250

（有）前川鉄工熔接所 3,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市西日野町６１〒510-0943

前川　信廣010726

TEL 059-347-2841

（株）高芝組 20,000 －2402無法

土２と２管２舗２水２
三重県四日市市河原田町４７２－１〒510-0874

高芝　直賢010729

TEL 0593-29-3151

（株）尾張屋 10,000 －2402有法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県四日市市水沢町２６０４－１〒512-1105

安井　俊哉010731

TEL 059-363-4128

（有）ワタナベテクノ 10,000 －2402無法

と１
三重県四日市市平津新町２６０－１８４〒512-8043

杉浦　正春010735

TEL 0593-27-2229

（株）北野工事 30,000 －2402有法

土１と１石１舗１し１水１
三重県四日市市桜町６５９９－３２〒512-1211

北野　一則010739

TEL 0593-63-0567

（有）材常商店 3,000 －2402有法

建１
三重県四日市市下さざらい町４－１５〒510-8033

渡辺　紳一郎010740

TEL 0593-32-6725

（有）ヨシカワテックアド 3,000 －2402無法

具１
三重県四日市市垂坂町字鏡田２０９３－１〒510-8037

吉川　智樹010747

TEL 059-393-3711

（有）松建開発 5,000 －2402無法

土１と１水１
三重県三重郡菰野町大字菰野６３１２－３〒510-1233

松本　聡訓010748
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TEL 0593-21-4141

（有）ワイエスケー 3,000 －2402無法

土１建１と１管１鋼１舗１水１
三重県四日市市小林町３０２５－２９０〒510-0946

山田　修三010751

TEL 0593-22-5901

（株）第一電気工業 20,000 －2402無法

電２管１機１通１消２
三重県四日市市笹川３－３３〒510-0944

城　馨010754

TEL 059-334-2488

（有）呉山組 5,000 －2402無法

土１と１管１舗１解１
三重県四日市市生桑町５４８－１〒512-0911

呉山　崇浩010756

TEL 059-354-2022

（株）バード新工学 10,000 －2402有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県四日市市本町１－１３〒510-0093

東川　春夫010760

TEL 059-396-4161

（株）田中設備 5,000 －2402無法

管１
三重県三重郡菰野町大字小島２２４４〒510-1323

田中　富士夫010761

TEL 0593-21-9898

（有）淺川建設 5,000 －2402無法

土１と１舗１水１
三重県四日市市日永西１－１７－１〒510-0891

淺川　長次010779

TEL 0593-33-2733

中内設備工業 －2402無個

土１と１管１水１消１
三重県四日市市生桑町２４０２ー８〒512-0911

中内　教孝010786

TEL 059-394-0617

（有）佐々木石材 3,000 －2402有法

土１石１園１
三重県三重郡菰野町大字千草６４５８－１８３〒510-1251

佐々木　孝行010787

TEL 0593-32-2151

小林建築 －2402無個

建１
三重県四日市市東阿倉川７４６－５〒510-0805

小林　照昌010791

TEL 059-394-1848

（有）双見工業 35,000 －2402無法

土２と２管１鋼２舗２水２
三重県三重郡菰野町大字宿野２３７〒510-1232

鳥本　和弘010794

TEL 0593-64-6226

（株）ミツボシ 30,000 －2402有法

板１塗１防１内１具１
三重県三重郡川越町大字亀崎新田５２－５２〒510-8114

駒田　宗久010795

TEL 0593-77-3414

（有）マルトク 3,000 －2402有法

建１
三重県三重郡朝日町縄生１０３７－１〒510-8101

内山　徳男010802

TEL 059-322-1473

（有）三幸電設 3,000 －2402無法

電１管１機１通１
三重県四日市市南小松町４４６－１〒510-0971

三谷　幸美010804
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TEL 0593-46-0559

（有）カナック 3,000 －2402有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市日永西４－１３－１２〒510-0891

金本　稔010807

TEL 0593-52-9021

（株）さくら緑化 10,000 －2402無法

土１と１園１
三重県四日市市小生町２３６－３４〒512-0932

田中　利男010808

TEL 0593-47-5738

（有）大林組工業 3,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市河原田町１７７２－１〒510-0874

大林　三男010809

TEL 0593-39-2620

（有）エステーディケー 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市小牧町２７５１－１９〒512-1303

佐藤　健一010812

TEL 0593-53-5877

（有）ヌーマ広告社 4,000 －2402有法

鋼１
三重県四日市市安島１－２－１９〒510-0075

田俣　雅康010815

TEL 0593-39-2277

（有）伊藤工販 5,000 －2402有法

と１タ１
三重県四日市市高見台２－１０－３〒512-1301

伊藤　明徳010816

TEL 059-330-5585

粂内電気通信工事（有） 6,000 －2402無法

電１通１
三重県四日市市清水町４－５０〒510-0814

粂内　幸雄010818

TEL 059-221-6377

アルファテック（株） 5,000 －2404無法

と１管１舗１
三重県津市藤方２２６０－の２〒514-0815

金村　徳造010820

TEL 0593-26-8494

（有）小林工業 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市桜花台１－７－９〒512-1216

前田　大和010821

TEL 059-365-8529

（有）エヌジーアイ 10,000 －2402無法

管１
三重県四日市市下さざらい町１８１－１〒510-8033

永井　良一010822

TEL 059-325-6372

アクア建設（株） 40,000 －2402無法

土２建１と２電２管２園１水１
三重県三重郡菰野町大字榊９１１－９〒510-1325

出口　茂孝010825

TEL 0593-32-6659

（有）エス・テック 3,000 －2402無法

建１内１
三重県四日市市大字羽津４１９２－５〒510-0012

下岡　真次010830

TEL 059-363-7070

（株）リフォックス 25,000 －2402無法

建２大２管１塗２内２
三重県四日市市伊坂町１６９３－２〒512-8064

国安院　章良010833
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-338-5338

（有）安立塗装 3,000 －2402無法

と１塗１防１
三重県四日市市札場町５８９－６〒512-8056

安立　悟010834

TEL 0593-52-7704

（有）大岡板金工業所 5,000 －2402無法

建１屋１タ１板１
三重県四日市市三栄町５－１１〒510-0068

大岡　宏司010836

TEL 059-364-3329

（有）桑員クレーン伊藤 3,000 －2402有法

土１と１
三重県四日市市茂福６０８－３〒510-8027

伊藤　准子010837

TEL 0593-22-9207

（有）岩間設備 3,000 －2402無法

土１管１
三重県四日市市波木町１１０５－２〒510-0961

岩間　宗弘010838

TEL 059-393-2036

河合左官 －2402無個

建１左１石１タ１
三重県三重郡菰野町大字菰野２９４８－２〒510-1233

河合　英喜010839

TEL 059-347-2789

（有）ティ・アイ・システム 3,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市六呂見４５８－１〒510-0881

伊藤　嗣也010841

TEL 059-345-1510

ナカガワ総業（有） 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市御薗町２－１－４〒510-0862

中川　貴嗣010842

TEL 059-365-3151

北勢電気（株） 24,000 －2402無法

電２管２機１通１消１
三重県四日市市平町１９－８〒510-8017

若林　忠010843

TEL 059-364-4821

四日市樹脂工業（有） 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市富田浜元町８－１５〒510-8007

川口　司010844

TEL 0593-25-3071

オーエムシー（株） 10,000 －2402有法

電１消１
三重県四日市市桜台１－４７－４〒512-1214

大仲　勝010852

TEL 059-361-1133

東電工業（株） 10,000 －2402有法

電１通１
三重県四日市市松寺一丁目５番２９号〒510-8021

村松　紀幸010853

TEL 0593-28-1486

永井建築 －2402無個

建１大１
三重県四日市市西山町７５２３〒512-1103

永井　功010854

TEL 0593-93-1867

永田建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町大字千草３８４０－２〒510-1251

永田　孝治010857
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知事許可
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TEL 059-377-4961

（株）中村興業 10,000 －2402無法

と１
三重県三重郡朝日町大字縄生９６２〒510-8101

中村　直子010859

TEL 059-332-2400

（有）松本塗装 3,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市大字羽津戊７７４－８〒510-0012

松本　卓也010860

TEL 0593-51-8139

（有）山下技建 3,000 －2402無法

土１と１舗１解１
三重県四日市市ときわ４－６－１４〒510-0834

山下　達也010863

TEL 0593-26-7881

廣田電設 －2402無個

電１
三重県四日市市桜新町１－１９６〒512-1215

廣田　秀幸010866

TEL 059-326-9690

小林土建 －2402無個

土１建１と１舗１
三重県四日市市赤水町８５７〒512-1204

小林　雅人010868

TEL 059-345-4332

（株）キタムラ 10,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市大字塩浜５７８〒510-0863

北村　鍾美010872

TEL 059-337-0044

市川産業（株） 10,000 －2402無法

建１内１
三重県四日市市朝明町５２３－１〒512-8054

市川　靖010874

TEL 059-332-2861

朝日テック（株） 50,000 －2402有法

土１建１管１
三重県四日市市西坂部町４７８９－２〒512-0913

森　祥和010880

TEL 0593-25-3300

（有）モロオカ工業 3,000 －2402無法

板１具１
三重県四日市市赤水町９９２〒512-1204

諸岡　正毅010884

TEL 0593-65-9650

（株）富田プラント 10,000 －2402無法

管１
三重県三重郡川越町大字亀崎新田１３－２４〒510-8114

渡部　和夫010885

TEL 0593-46-7046

（有）ソレイユ 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市中里町２７－１〒510-0864

山中　達也010886

TEL 0593-93-2394

中島商店 －2402無個

土１と１
三重県三重郡菰野町宿野１４７〒510-1232

中島　宏010888

TEL 0593-53-2004

（株）立花工業 10,000 －2402無法

管１鋼１
三重県四日市市大井手２－１－２８〒510-0835

立花　君夫010893
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三重県
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TEL 0593-34-2551

（有）幸誠 4,000 －2402無法

塗１内１
三重県四日市市尾平町２５５１〒512-0921

山本　直之010894

TEL 059-321-0473

有竹建築 －2402無個

建１
三重県四日市市小林町３０２４－４〒510-0946

有竹　孝男010896

TEL 0593-32-1131

東海ドック工業（株） 25,000 －2402有法

管１鋼１機１
三重県四日市市白須賀２－２－１２〒510-0018

伊藤　克也010899

TEL 0593-32-8171

（有）池崎電機工業 3,000 －2402有法

電１機１
三重県四日市市清水町３－３８〒510-0814

池崎　照喜010900

TEL 059-332-9357

（株）イトウ 5,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市小杉新町１６７〒512-0903

伊藤　寿啓010902

TEL 0593-97-4192

霧島工業 －2402無個

と１
三重県四日市市楠町吉崎３８８〒510-0102

上原　明010906

TEL 0593-51-5373

（株）三重アロー 10,000 －2402無法

管１
三重県四日市市南納屋町１５－１８〒510-0043

服部　欣功010909

TEL 0593-51-6268

（有）デグチ総建 3,000 －2402無法

土１建１
三重県四日市市鵜の森１－８－１〒510-0074

出口　賢治010910

TEL 059-348-5555

（有）伊達組 3,000 －2402無法

土１建１と１機１
三重県四日市市河原田町１７７１－１〒510-0874

伊達　隆光010911

TEL 0593-32-6127

（株）水戸舗道 10,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市小杉新町１３－２〒512-0903

川﨑　博之010913

TEL 0593-45-5068

（有）唯見電気 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市大字塩浜５７６－６〒510-0863

唯見　哲矢010914

TEL 0593-26-5936

（有）セイワ冷機 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市あかたが丘２－１３－２〒512-1202

西村　悌次010915

TEL 0593-53-6344

サンエイテクノ（株） 15,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市西伊倉町１－９〒510-0831

山路　晃010918
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TEL 0593-52-5680

（株）共栄ファイン 10,000 －2402無法

土１建１大１と１内１具１
三重県四日市市城西町３－８〒510-0829

小林　優010919

TEL 059-340-3396

（株）エマックス 10,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市日永西１－１４－１８〒510-0891

江間　寿010921

TEL 0593-96-2601

（有）きた防災 8,000 －2402無法

消１
三重県三重郡菰野町大字小島１０４〒510-1323

黒田　美一010923

TEL 0593-37-2815

（有）樋口重機建設 3,000 －2402無法

土１
三重県四日市市あかつき台２－２－７４〒512-8046

樋口　一洋010924

TEL 059-336-3636

（有）倉建 5,000 －2402無法

土１建１と１屋１舗１し１塗１防１内１水１解１
三重県四日市市朝明町１９００〒512-8054

山本　里佳010925

TEL 059-348-1060

東邦工産（株） 10,000 －2402無法

管１
三重県四日市市宮東町１－３２〒510-0843

片岡　正清010927

TEL 0593-37-2510

（有）アカツキ電気 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市あかつき台３－１１－２〒512-8046

山田　順史010929

TEL 059-353-4567

（株）かじり 3,000 －2402有法

土１建１大１と１屋１タ１鋼１板１塗１防１内１具１水１解１
三重県四日市市中部１５－１３〒510-0082

佐々木　欽吾010932

TEL 0593-45-6863

（有）黒建 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市内堀町１７－４〒510-0872

黒田　忠佐010933

TEL 0593-64-0363

三晃工業（有） 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市伊坂台３－３２２－１〒512-8066

山田　美津夫010945

TEL 059-353-1488

建創工房 －2402有個

建１大１
三重県四日市市松本４－３－８〒510-0836

小林　俊次010951

TEL 059-351-8231

（有）タナカ電器商会 3,000 －2402有法

電１管１
三重県四日市市堀木２－１２－５〒510-0076

田中　弘010953

TEL 0593-96-0857

鳶一組 －2402無個

と１
三重県三重郡菰野町竹城２９０－６０〒510-1312

山岡　由一010954
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TEL 059-328-3365

（有）丸建 3,000 －2402無法

土１と１
三重県四日市市山田町１２３７－１〒512-1111

名倉　良人010957

TEL 0593-26-1885

濱洲建築 －2402無個

建１
三重県四日市市智積町９４４〒512-1212

濱洲　晃010960

TEL 059-332-9509

谷山業務店 －2402無個

土１左１
三重県四日市市垂坂町４９９－１〒510-8037

谷山　鉄郎010961

TEL 0593-45-9820

（有）荒木建設 5,000 －2402無法

土１と１舗１し１水１
三重県四日市市日永１－１－９〒510-0885

荒木　信喜010964

TEL 059-352-5822

東海装備 －2402無個

大１内１
三重県四日市市新々町２－３〒510-0094

木村　誠也010965

TEL 0593-52-9151

（株）サンケン 30,000 －2402有法

板１具１
三重県四日市市南起町５－４〒510-0056

上田　敏明010968

TEL 059-347-4506

（株）フジカワプランテック 5,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市貝塚町２８０－２１〒510-0873

藤川　浩010969

TEL 0593-33-1687

（有）英建築 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市新浜町９－８〒510-0024

大辻　英行010970

TEL 0593-55-7566

神田工業 －2402無個

左１と１
三重県四日市市中川原１－５－１７－１００２〒510-0833

神田　稔010971

TEL 059-391-2500

（株）北岡組 9,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町大字神森７６７〒510-1231

北岡　太郎010973

TEL 059-391-1288

（有）共栄熱学 5,000 －2402無法

管１
三重県三重郡菰野町大字諏訪３１２９〒510-1223

津坂　孝宗010974

TEL 0593-26-0583

（有）中村設備 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市高角町２６３０〒512-0923

中村　博010975

TEL 0593-48-1166

（有）四日市計装 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市大字六呂見７４７番地４〒510-0881

菱田　直樹010977
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TEL 0593-45-4113

成和運送（株） 12,000 －2402有法

土１と１機１
三重県四日市市大字馳出字葭原１０６３－１〒510-0868

松谷　久弥010978

TEL 0593-55-4582

（株）スイング 10,000 －2402無法

建１内１具１
三重県四日市市石塚町２－１７〒510-0828

恒成　美津子010979

TEL 0593-51-1411

石井燃商（株） 38,000 －2402有法

電１管１
三重県四日市市稲葉町２－７〒510-0041

石井　智光010982

TEL 0593-31-3940

（有）岡本建具店 3,000 －2402無法

具１
三重県四日市市羽津山町６－８〒510-0016

岡本　健010983

TEL 0593-51-0438

ダンク －2402無個

建１
三重県四日市市芝田２－４－３〒510-0822

山本　幸司010984

TEL 0593-93-3508

福田石材店 －2402無個

土１石１園１
三重県三重郡菰野町大字千草１３８０〒510-1251

福田　米昭010989

TEL 059-325-3215

（有）古市興業 3,000 －2402無法

土１と１管１舗１
三重県四日市市下海老町長池３０８－７〒512-1203

古市　高久010991

TEL 0593-63-6222

（有）泗桑建設 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市大矢知町１３０２〒510-8034

古川　誠010994

TEL 059-399-7371

（有）ランテック 3,000 －2402無法

土１と１鋼１舗１
三重県四日市市諏訪栄町５－８－６０８〒510-0086

野呂　哲也010996

TEL 059-332-9009

（株）橋北工業 9,000 －2402無法

土１と１管１鋼１舗１機１水１解１
三重県四日市市羽津甲５１６６－７〒510-0012

川本　享010998

TEL 0593-54-5669

（株）スリーエス 10,000 －2402有法

内１具１
三重県四日市市堀木２－１４－１２〒510-0076

久保田　正人010999

TEL 0593-26-8566

（株）一永 10,000 －2402無法

と１管１
三重県四日市市智積町３４３７－９〒512-1212

一色　哲夫011000

TEL 0595-23-0220

（株）二幸建設 20,000 －2409無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県伊賀市久米町５６３〒518-0843

吉山　晃敏011001
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TEL 0595-64-1872

（株）山﨑建設 20,000 －2409無法

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県名張市結馬７１〒518-0735

山﨑　進011005

TEL 0595-52-0628

宮本建設（株） 20,000 －2409無法

土１建１大１屋１タ１内１
三重県伊賀市別府４６０－２〒518-0221

宮本　一男011007

TEL 0595-63-5248

（株）きたうら 10,000 －2409有法

建１鋼１
三重県名張市八幡１４２６－４〒518-0605

北浦　幸彦011009

TEL 0595-20-1119

三重中央開発（株） 90,000 －2409有法

土２と２舗２し２機１水２清１解２
三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３〒518-1152

金子　文雄011010

TEL 059545-4335

森田造園 －2409無個

土１と１石１舗１園１水１
三重県伊賀市山畑５６９－７〒519-1421

森田　芳典011014

TEL 0595-63-7516

（株）マルト重建 40,000 －2409無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県名張市東町１８２７－５〒518-0711

杼森　鎌次011016

TEL 0595-63-0910

（株）三恵テント 10,000 －2409有法

内１
三重県名張市榊町１４２４－２〒518-0724

木村　雅洋011019

TEL 0595-45-7717

ナカタ装飾 －2409無個

内１
三重県伊賀市希望ヶ丘東２－１－５５〒519-1422

中田　久雄011021

TEL 0595-68-6810

（株）テラカド 40,000 －2409無法

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県名張市つつじが丘北２－４５〒518-0432

寺門　忠義011022

TEL 0595-21-4159

（有）上野空調設備 3,000 －2409有法

電１管１
三重県伊賀市西高倉１４５５〒518-0025

東山　達弥011027

TEL 0595-45-3447

植田建設 －2409無個

土１と１舗１
三重県伊賀市柘植町８６９３〒519-1402

植田　忠雄011035

TEL 0595-38-1501

（株）双葉設備 10,000 －2409無法

土１と１管１舗１水１
三重県伊賀市上神戸４９６３〒518-0116

川　　勤011039

TEL 0595-63-0551

川口栄蔵（株） 10,000 －2409有法

屋１板１
三重県名張市瀬古口４５５－６〒518-0445

川口　佳秀011041
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TEL 0595-23-8228

（株）岡本住設 10,000 －2409無法

土１管１
三重県伊賀市西高倉４０１６－３〒518-0025

岡本　直樹011044

TEL 0595-24-0688

フジ建設（株） 20,000 －2409無法

土１建１と１管１タ１
三重県伊賀市上之庄４０〒518-0121

藤岡　正治011046

TEL 0595-21-0577

（株）稲葉産業 10,000 －2409無法

建１屋１
三重県伊賀市上野田端町１０６５－５〒518-0839

稲葉　貞信011048

TEL 0595-23-0185

ツカサ工事（株） 40,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市西明寺３５１－１〒518-0809

福永　格久011054

TEL 0595-65-2311

名張近鉄ガス（株） 100,000 －2409有法

建１電１管２機１消１
三重県名張市桔梗が丘１－１－５－１〒518-0621

大黒　賢宏011056

TEL 0595-65-2955

（株）セキュリティハウス 10,000 －2409有法

電１通１消１
三重県名張市さつき台２－８７〒518-0604

福山　幸男011057

TEL 0595-63-1285

マルト建設（株） 40,000 －2409無法

土１建１と１石１管１舗１し１塗１園１水１解１
三重県名張市東町１８２７－５〒518-0711

杼森　祐二011059

TEL 0595-24-3750

（有）福徳組 3,000 －2409無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市久米町１６－２０〒518-0843

福德　昭彦011064

TEL 0595-23-1787

菅建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市千歳１２０－３〒518-0002

菅　寛二011065

TEL 0595-21-4061

（有）猪田 5,000 －2409無法

左１管１タ１
三重県伊賀市上野恵美須町１５１６〒518-0841

猪田　宏一011067

TEL 0595-23-3241

（株）伊賀瓦センター 3,000 －2409無法

屋１
三重県伊賀市印代１１６〒518-0008

岩田　佐俊011069

TEL 0595-21-6865

ニッセイ（株） 24,000 －2409有法

土１建１と１舗１水１
三重県伊賀市上野桑町２２３７〒518-0842

　尾　美樹011073

TEL 0595-23-1943

育住建設（株） 10,000 －2409無法

土１建１と１管１
三重県伊賀市西明寺６５１－１〒518-0809

下川　規郎011075
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TEL 0595-24-3055

（株）中江設備 10,000 －2409無法

土１管１
三重県伊賀市守田町９６７－１〒518-0824

中江　義文011077

TEL 0595-24-6139

（株）岡田組 10,000 －2409無法

土１と１舗１
三重県伊賀市寺田１３２４〒518-0004

岡田　勇011079

TEL 0595-63-9155

（有）加芝建設 3,000 －2409無法

建１
三重県名張市梅が丘南３－２７７〒518-0743

芝原　幸万011080

TEL 0595-65-5410

新興商事（株） 10,000 －2409有法

建１大１塗１防１内１具１
三重県名張市桔梗が丘５－１０－１７〒518-0625

中村　民夫011086

TEL 0595-24-0450

今井電工 －2409無個

電１
三重県伊賀市西高倉５１２７－２〒518-0025

今井　徳治011088

TEL 0595-23-6655

平木建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市依那具１３７８－１〒518-0101

平木　兵衞011093

TEL 0595-63-5177

ハウジング工房 －2409無個

土１建１と１舗１
三重県名張市富貴ヶ丘１－１１〒518-0414

佐々木　朝一011094

TEL 0595-21-0323

（株）イナウラ 15,000 －2409有法

と１ガ１
三重県伊賀市岩倉５４６－１〒518-0026

稲浦　満郎011100

TEL 0595-21-4418

松永建築 －2409無個

建１大１
三重県伊賀市山出１００１〒518-0127

松永　芳生011102

TEL 0595-46-1402

（有）中尾鉄工 10,000 －2409無法

建１鋼１
三重県伊賀市炊村２３２６－２〒518-1403

中尾　一三011104

TEL 0595-23-6450

カワノ塗装 －2409無個

塗１
三重県伊賀市平野西町１３〒518-0820

川野　茂樹011106

TEL 0595-63-8511

（株）ホリオ 27,500 －2409無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県名張市緑が丘東１８０〒518-0756

堀尾　和史011108

TEL 0595-64-0816

左官工業倉匠 －2409無個

左１
三重県名張市百合が丘東６－８１〒518-0476

倉田　稔011110
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TEL 0595-63-6375

ワイズ －2409無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県名張市下比奈知１１１７〒518-0413

菅尾　康雄011112

TEL 0595-63-7717

（株）大道建設 98,000 －2409無法

土２建２と２管１舗２板２塗２防２水２解２
三重県名張市松崎町１４２８〒518-0722

中野　篤志011116

TEL 0595-52-1059

（株）トビタ 5,000 －2409有法

建１大１内１
三重県伊賀市下川原５２－１〒518-0206

飛田　博和011120

TEL 0595-39-1156

（株）伊賀林業 10,000 －2409有法

土１と１舗１水１
三重県伊賀市大内５１４－１〒518-0034

仲　晃男011124

TEL 0595-23-6576

平井左官 －2409無個

左１タ１
三重県伊賀市守田町１３１０－６〒518-0824

平井　秋雄011126

TEL 0595-23-8452

（株）モリタ 10,000 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊賀市千歳字西ノ辻２３８〒518-0002

森田　啓二011129

TEL 0595-23-6455

岡嶋建築 －2409有個

建１
三重県伊賀市上野車坂町９０９〒518-0832

岡嶋　文夫011130

TEL 0595-59-2041

辻興業所 －2409無個

土１舗１
三重県伊賀市島ヶ原４８９３〒519-1711

辻　弘太郎011143

TEL 0595-43-1950

（有）サンカイ装飾 10,000 －2409無法

建１内１
三重県伊賀市波敷野５５〒518-1318

岡本　浩典011147

TEL 0595-67-1980

（株）生田 25,000 －2409有法

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県名張市新田２２０５－３〒518-0611

生田　亮司011148

TEL 0595-43-1300

三栄工業（株） 50,000 －2409有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２
三重県伊賀市円徳院１〒518-1314

浮並　正己011150

TEL 0595-65-5252

ライフアート（株） 20,000 －2409有法

建１と１屋１解１
三重県名張市桔梗が丘２－４－２２〒518-0622

奥中　健011151

TEL 0595-63-5379

（有）三和ボーリング 8,000 －2409有法

井１
三重県名張市鴻之台１－７４〒518-0701

萩原　博011153
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TEL 0595-45-2940

山中工務店 －2409無個

建１
三重県伊賀市山畑９８０〒519-1421

山中　吉浩011160

TEL 0595-63-5181

（株）平安コーポレーション 50,000 －2409有法

建１電１
三重県名張市赤目町丈六４３５－３〒518-0465

月成　陽一011164

TEL 0595-64-9097

時基建設（有） 5,000 －2409無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県名張市青蓮寺１１７２－７〒518-0443

杼森　茂蔵011168

TEL 0595-43-1465

和興舗道（株） 16,000 －2409無法

土１と１舗１水１
三重県伊賀市川合３５４３〒518-1315

和田　晴男011170

TEL 0595-65-5727

（株）井上不動産 10,000 －2409有法

建１
三重県名張市桔梗が丘１－４－８６〒518-0621

井上　隆稔011175

TEL 0595-65-3278

（有）日新商会 10,000 －2409無法

土１と１解１
三重県名張市美旗中村４３６７－６〒518-0615

日浦　祐治011176

TEL 0595-63-7186

井谷興業（有） 3,000 －2409無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県名張市希央台５－６０〒518-0775

井谷　美次011179

TEL 0595-43-0497

藤森工務店 －2409無個

土１と１管１
三重県伊賀市東湯舟４６３－５〒518-1302

藤森　政一011181

TEL 0595-52-1414

（有）大田建設 3,000 －2409有法

土１建１大１と１管１水１解１
三重県伊賀市阿保１０９７－２〒518-0226

大田　浩治011182

TEL 0595-23-4794

（有）葛原建設 5,000 －2409無法

建１
三重県伊賀市小田町１４４６〒518-0825

葛原　隆011184

TEL 0595-65-2850

田中鉄工 －2409無個

鋼１
三重県名張市新田２９４７〒518-0611

田中　丈彦011190

TEL 0595-45-3732

（株）ヤスカワ 20,000 －2409無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２機１絶２具２解２
三重県伊賀市柘植町６３８〒519-1402

安川　正一011193

TEL 0595-24-0012

吉田電機商工（株） 40,000 －2409無法

土１大１左１と１石１屋１電１管１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１消１
三重県伊賀市西明寺１６６３－１〒518-0809

吉田　重三011195



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

201頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0595-43-1005

中井建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市中友田１３９４－２〒518-1304

中井　正雄011199

TEL 0595-64-4718

（株）インテリア冨永 5,000 －2409無法

内１
三重県名張市箕曲中村５６０〒518-0444

冨永　健011202

TEL 0595-64-1888

（株）ヤマタケ 50,000 －2409有法

土２建２大２と２石２屋２電２管１タ２鋼２舗２し２塗２内２具１水２解２
三重県名張市鴻之台１－４８－１〒518-0701

山端　武彦011203

TEL 0595-23-7659

（有）三重建装 30,000 －2409有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県伊賀市久米町１５－１０〒518-0843

川野　裕治011213

TEL 0595-54-6622

濵田建設（株） 7,000 －2409無法

土１と１石１舗１し１塗１水１解１
三重県名張市蔵持町里３３８２〒518-0753

濵田　恭成011214

TEL 0595-65-4382

（株）谷本石材 10,000 －2409無法

石１
三重県名張市桔梗が丘５－１２－５〒518-0625

谷本　雅一011217

TEL 0595-23-6965

阪本電気 －2409無個

電１
三重県伊賀市下友生２６７８－７〒518-0817

阪本　義次011218

TEL 0595-45-5613

林田工業 －2409無個

左１
三重県伊賀市下柘植２１２９－３〒519-1412

林田　助榮011222

TEL 0595-38-1668

ヨシダ建設（有） 70,000 －2409無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県伊賀市下郡５０－３３〒518-0124

吉田　和男011224

TEL 0595-45-5933

内村塗装 －2409有個

塗１
三重県伊賀市上村３２－１〒519-1403

内村　信三011226

TEL 0595-68-6169

梶原電業社 －2409無個

電１
三重県名張市すずらん台東３番町２４〒518-0401

梶原　幸美011230

TEL 0595-45-2232

堀造園 －2409無個

土１園１
三重県伊賀市柘植町８８０４〒519-1402

堀　文夫011232

TEL 0595-36-2158

山本造園 －2409無個

園１
三重県伊賀市比土１２０１〒518-0115

山本　弘樹011233
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TEL 0595-63-3744

小林造園 －2409無個

と１園１
三重県名張市木屋町１３８３－３〒518-0723

小林　義一011234

TEL 0595-65-5163

名張ハウス（株） 10,000 －2409有法

建１
三重県名張市桔梗が丘２番町４－２０〒518-0622

横矢　輝011236

TEL 0595-65-4945

（有）三重設備工業 3,000 －2409無法

管１
三重県名張市桔梗が丘５番町４ー６５〒518-0625

萩森　通る011238

TEL 0595-24-2001

山一建設（株） 40,000 －2409有法

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
三重県伊賀市西明寺字中川原４８５－２〒518-0809

河野　康之011247

TEL 0595-62-7033

（株）アサヒ 40,000 －2409有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県名張市蔵持町原出５２３－７〒518-0752

進宅　正昭011248

TEL 0595-21-3414

未築建設 －2409無個

土２建１と２石２鋼２舗２し２水２解２
三重県伊賀市久米町５１－２〒518-0843

窪田　年伸011249

TEL 0595-21-0833

（株）フジカワ 10,000 －2409有法

と１園１
三重県伊賀市緑ケ丘本町１６７４－１〒518-0836

藤川　佳也011250

TEL 0595-47-0512

竹森製材建設 －2409有個

建１
三重県伊賀市中村２２２０〒518-1406

竹森　一之011255

TEL 0595-64-7833

インテリア浜岩 －2409無個

内１
三重県名張市百合が丘西４－９４〒518-0848

浜岩　均011257

TEL 0595-68-2484

（株）イワタ 20,000 －2409無法

土２と２
三重県名張市滝之原２０３－４〒518-0411

岩田　ひろみ011258

TEL 0595-63-5008

（株）三浦不動産 30,000 －2409有法

建１
三重県名張市百合が丘西１－１４６〒518-0481

三浦　保夫011259

TEL 0595-63-8261

（株）アクト 10,000 －2409有法

土１
三重県名張市赤目町相楽６１９－１〒518-0467

池之上　拓也011266

TEL 0595-24-2981

山村土建 －2409無個

土１と１石１解１
三重県伊賀市東条１１５－３〒518-0013

山村　龍夫011271
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TEL 0595-24-7720

（有）辻岡建装工業 3,000 －2409無法

塗１防１内１
三重県伊賀市荒木１７００－１８〒518-0818

辻岡　孝男011273

TEL 0595-64-0306

錦工業 －2409無個

建１と１機１
三重県名張市安部田２８４５－１３〒518-0737

原田　敏明011274

TEL 0595-61-1189

（有）エムズ 3,000 －2409無法

塗１
三重県名張市百合が丘東七番町３４〒518-0477

村田　明治011284

TEL 0595-42-1328

ハウスプランニング木津 －2409有個

土１建１と１舗１水１
三重県伊賀市玉瀧５６６３〒518-1322

木津　隆司011285

TEL 0595-41-0577

（有）日生建設工業 5,000 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市中友生１２４０〒518-0816

山中　祐一011286

TEL 0595-65-9836

（有）新栄建設 3,000 －2409無法

舗１
三重県名張市美旗中村字宮ノ前６５０－１〒518-0615

井　今朝治011287

TEL 0595-64-6450

（株）タナカ 5,000 －2409無法

電１管１消１
三重県名張市安部田９３０〒518-0737

田中　至011288

TEL 0595-24-2329

（有）ステージコラボレーションＩＧＡ 7,000 －2409有法

電１
三重県伊賀市佐那具町７６２－４〒518-0001

西出　裕貴011289

TEL 0595-52-1429

萩森建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市阿保９３１－４〒518-0226

萩森　勉011292

TEL 0595-63-0828

雅アート －2409無個

塗１
三重県名張市平尾３２２０〒518-0713

坂上　雅則011294

TEL 0595-63-9083

（株）テラハシ 20,000 －2409無法

土２と２管２舗２し２水２解２
三重県名張市富貴ケ丘３－８９〒518-0416

橋本　宗司011301

TEL 0595-63-5965

（有）中嶋工業 5,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県名張市富貴ヶ丘３番町１０〒518-0416

中嶋　孝一011302

TEL 0595-23-7511

（株）松本薬品 21,248 －2409有法

塗１防１
三重県伊賀市四十九町字町田２８７３－１〒518-0823

松本　信吾011303
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TEL 0595-21-2148

（株）谷石材 10,000 －2409無法

土１石１
三重県伊賀市山神３１－７〒518-0016

谷　武尚011317

TEL 0595-39-0327

（有）タケオカ 10,000 －2409無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊賀市予野９８４１〒518-1152

竹岡　毅011318

TEL 0595-68-3213

ユウキ工業 －2409無個

管１
三重県名張市つつじが丘北１０－２２２〒518-0430

笠木　順一011326

TEL 0595-24-2560

伊賀上野ケーブルテレビ（株） 484,000 －2409有法

電１通２
三重県伊賀市緑ケ丘南町２３３２〒518-0835

小坂　元治011327

TEL 0595-37-0147

前田商店 －2409有個

管１
三重県伊賀市市部６０９〒518-0102

前田　英宣011328

TEL 0595-21-2008

高田建設 －2409無個

土１建１と１鋼１舗１
三重県伊賀市大野木５１８〒518-0033

高田　健次011330

TEL 0595-45-3280

藤澤建機（株） 50,000 －2409有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
三重県伊賀市下柘植６９７〒519-1412

藤澤　久文011332

TEL 0595-61-2204

（株）瓦勝 5,000 －2409無法

屋１
三重県名張市蔵持町原出５８１〒518-0752

岩見　貴訓011341

TEL 0595-21-8633

稲森建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市三田９４４－１〒518-0022

稲森　裕文011345

TEL 0595-50-1448

（有）川本土建 10,000 －2409有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県伊賀市緑ヶ丘西町２３４２－６〒518-0837

川本　勉011347

TEL 0595-23-6422

柿本組 －2409無個

土１と１
三重県伊賀市市部２６１５－２１〒518-0102

柿本　政雄011351

TEL 0595-64-8522

（有）　建 3,000 －2409無法

土１建１大１
三重県名張市蔵持町里２３８２〒518-0753

高山　正之011357

TEL 0595-26-3188

（株）大伸 27,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県伊賀市下友生２８６０〒518-0817

川野　元之011366
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TEL 059-253-8570

（株）エム・シー・エス 43,000 －2404有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県津市下弁財町津興２５８－２〒514-0805

上田　龍雄011367

TEL 0595-23-4588

富田木材（株） 10,000 －2409有法

建１
三重県伊賀市平野中川原５６０－８〒518-0828

冨田　賢一011369

TEL 0595-23-4613

樋口塗装 －2409無個

塗１
三重県伊賀市市部２６１５－２５〒518-0102

樋口　幸一011374

TEL 0595-52-1080

松新木材（株） 10,000 －2409有法

建１
三重県伊賀市阿保４３０－１〒518-0226

松原　克明011385

TEL 0595-67-2138

（有）廣瀬興業 5,000 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市霧生２７９〒518-0215

廣山　公張011388

TEL 0595-21-1215

ヨコイ三重販売（株） 10,000 －2409有法

消１
三重県伊賀市服部町１０８７－１〒518-0007

松崎　道雄011391

TEL 0595-21-5432

杉本電気クレーン（株） 10,000 －2409有法

と１電１
三重県伊賀市西明寺１６７２－１〒518-0809

杉本　佳也011394

TEL 0595-52-0280

菊井建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市阿保１３９２〒518-0226

菊井　秀一011398

TEL 0595-45-4863

福原建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市柘植町１５６７－１６〒519-1402

福原　敏昭011401

TEL 0595-42-1163

（有）秋田産業 3,000 －2409有法

屋１
三重県伊賀市槙山６０９〒518-1326

秋田　稔011404

TEL 0595-23-6763

タラオ左官工業 －2409無個

左１
三重県伊賀市依那具５２０〒518-0101

多羅尾　充男011405

TEL 0595-63-6367

（有）リーコム 3,000 －2409無法

電１通１
三重県名張市百合が丘東１－１２２〒518-0471

松尾　龍二011406

TEL 0595-63-9189

（株）喜多建設 5,000 －2409有法

土１と１管１舗１水１
三重県名張市朝日町１１９４－１〒518-0721

喜多　貞三011408
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TEL 0595-45-3111

前田鉄工所 －2409無個

土１管１
三重県伊賀市新堂１７－１０〒519-1416

前田　勝011409

TEL 0595-48-0066

（有）トモエ木工 3,000 －2409無法

内１具１
三重県伊賀市富永８４４〒518-1417

東　博章011411

TEL 0595-64-6941

Ｋ・Ｍ建設（株） 3,280 －2409無法

土１と１舗１
三重県名張市富貴ケ丘４－２５８１－２３８〒518-0417

久保　哲也011412

TEL 0595-23-7358

（有）マツダ工業 3,000 －2409無法

土１と１石１鋼１水１
三重県伊賀市岩倉３０５〒518-0026

松田　正久011414

TEL 0595-45-5834

（株）ビィー・ワイ・ライン 25,000 －2409有法

土１と１石１舗１し１水１
三重県伊賀市西之沢８４８〒519-1426

後出　秀典011415

TEL 0595-46-9022

村田工務店（株） 11,000 －2409有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県伊賀市千戸１５５５－３〒518-1401

村田　一志011419

TEL 059-380-6028

（有）正栄建設 4,000 －2403無法

土１と１管１舗１
三重県鈴鹿市北江島町５１－１３〒510-0232

北澤　毅011420

TEL 090-2776-9646

オグリデンキ －2409無個

電１
三重県名張市富貴ヶ丘１－１１７〒518-0414

小栗　辰次011423

TEL 0595-23-3502

服部ブロック建築 －2409無個

と１
三重県伊賀市佐那具町６３７〒518-0001

服部　建治011426

TEL 0595-23-9660

（有）キュウ・アール・エム 3,000 －2409無法

建１
三重県伊賀市四十九町２５１１－１４〒518-0823

村井　俊文011427

TEL 0595-45-2397

坂本舗装 －2409無個

舗１
三重県伊賀市柘植町８７５６－３〒519-1402

坂本　健太郎011428

TEL 0595-23-2413

（株）髙田工務店 5,000 －2409無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県伊賀市西明寺３２１３－５〒518-0809

髙田　幸作011429

TEL 0595-23-0226

大和工芸 －2409無個

鋼１塗１
三重県伊賀市西明寺６７８－４〒518-0809

大仁田　利哉011431
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TEL 0595-21-1224

（株）福田豊工務店 22,000 －2409有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県伊賀市上野茅町２７２２－６〒518-0838

福田　豊治011432

TEL 0595-65-1185

（株）ワカマツ 10,000 －2409有法

土１建１と１鋼１機１
三重県名張市上小波田１４５〒518-0613

若松　明子011437

TEL 0595-46-0077

（株）グリーンワークス 10,000 －2409有法

土１と１舗１解１
三重県伊賀市炊村１１８７－１７〒518-1403

永井　充011439

TEL 0595-21-1022

南出土建 －2409無個

土１と１石１
三重県伊賀市朝屋８１６〒518-0032

南出　實行011441

TEL 0595-24-7711

（有）ミツワ電工 3,600 －2409無法

電１
三重県伊賀市西高倉３８８８－１〒518-0025

北村　幹夫011442

TEL 0595-24-0330

（株）橋本道路 3,000 －2409有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県伊賀市西明寺４８５－１〒518-0809

橋本　健011444

TEL 0595-63-6977

（株）ホウワ 3,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県名張市桜ケ丘３０８８－１７０－２Ｅ〒518-0712

本多　和秋011445

TEL 0595-65-6525

垣守工務店 －2409無個

建１大１
三重県名張市美旗町池の台西３８〒518-0614

垣守　勲011450

TEL 0595-42-1239

中島建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市槙山２８８０〒518-1326

中島　重男011452

TEL 0595-65-3702

（有）タケシン 4,000 －2409無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１
三重県名張市東田原９０〒518-0602

中森　孟嗣011453

TEL 0595-36-2117

堀池開発（株） 10,000 －2409有法

土１
三重県伊賀市比土３２０５〒518-0115

堀池　美佐011455

TEL 0595-23-4814

上野電気工事（同） 2,300 －2409有法

電１
三重県伊賀市ゆめが丘１－１－４〒518-0131

山本　禎昭011457

TEL 0595-63-1667

順真建設（株） 45,000 －2409有法

土２建１大１と２石２屋１タ１鋼２舗２し２塗２防２内１水２解１
三重県名張市青連寺２７７１－２〒518-0443

更井　順哉011458
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TEL 0595-67-0130

名張環境事業（業） 5,000 －2409有法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１清１
三重県名張市西田原２１７６－３６〒518-0609

玄甫　澄子011463

TEL 0595-63-2100

（有）丸正建設 5,000 －2409無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県名張市東町１８１３－１４〒518-0711

杼森　喜代枝011464

TEL 0595-21-6661

中堀電商（株） 10,000 －2409有法

電１通１
三重県伊賀市四十九町字八反田２２１３－２〒518-0823

中堀　佐一郎011465

TEL 0595-65-2632

福井建築 －2409無個

建１
三重県名張市桔梗が丘５－７－４８〒518-0625

福井　貞次011467

TEL 0595-45-3363

瑞祥園 －2409無個

土１と１石１園１解１
三重県伊賀市新堂１３５６－１〒519-1416

吉澤　正昭011469

TEL 0595-38-1724

宮崎電設 －2409無個

電１
三重県伊賀市沖１５７０〒518-0103

宮崎　喜生011470

TEL 0595-21-4017

大興土建（株） 33,000 －2409無法

土２建２と１舗１具１
三重県伊賀市上野丸之内７１〒518-0873

葭葉　光一011471

TEL 0595-69-1136

木下建築 －2409無個

建１大１
三重県名張市長瀬５４６〒518-0501

木下　幹雄011472

TEL 0595-64-6177

藤矢シーリング －2409無個

防１
三重県名張市蔵持町原出４４６－１〒518-0752

藤矢　友宏011475

TEL 0595-23-3004

田中シーリング －2409無個

塗１防１
三重県伊賀市久米町５０９－１〒518-0843

田中　秀征011476

TEL 0595-58-7810

（株）寺建 5,000 －2409無法

建１大１
三重県名張市すずらん台東４番町２３〒518-0404

寺門　勝利011477

TEL 0595-51-9223

（株）加藤塗装工業 5,000 －2409無法

塗１防１
三重県名張市富貴ケ丘４番町２５８１－１１２〒518-0417

加藤　幸村011478

TEL 0595-47-0032

上川原緑園 －2409無個

土１と１石１園１
三重県伊賀市千戸１６８７－３９８〒518-1401

上川原　誠011481
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TEL 0595-39-1080

（株）ヤマゼン運輸 90,000 －2409有法

土２と２舗２し２塗２解２
三重県伊賀市予野字西出２７００－１〒518-1152

奥田　貴光011484

TEL 0595-45-6936

（有）亀山建築 5,000 －2409無法

建１
三重県伊賀市新堂１３６６－１〒519-1416

亀山　久智011488

TEL 0595-47-0241

大地建設（株） 20,000 －2409有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県伊賀市中村２０６１〒518-1406

大地　啓文011491

TEL 0595-46-1573

（有）オーエヌ 3,000 －2409無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１解１
三重県伊賀市出後８２７－４〒518-1407

園山　秀栄011492

TEL 0595-48-0909

（有）パインケープ 10,000 －2409有法

土１建１と１解１
三重県伊賀市下阿波４２０９－１〒518-1416

松崎　壽和子011495

TEL 0595-38-1524

（株）キタモリ 80,000 －2409有法

土１建１左１と１石１電１タ１鋼１舗１し１塗１園１水１消１解１
三重県伊賀市古郡５４６－１〒518-0113

北森　浩貴011499

TEL 0595-66-1555

（株）ユウキホーム 10,000 －2409有法

建１
三重県名張市桔梗が丘西３－１－２９〒518-0643

森　孝司011500

TEL 0595-24-2471

アヤマＮＯＳＡＮ －2409有個

土１建１と１管１舗１水１
三重県伊賀市上友田２４０５〒518-1303

川瀬　正利011501

TEL 0595-38-1326

（株）堀池組 41,000 －2409有法

土２建１と１管１舗１水１解１
三重県伊賀市下神戸３５６〒518-0111

堀池　和茂011503

TEL 0595-65-6794

辻野ポンプクリート －2409無個

と１
三重県名張市美旗町池の台西１１３〒518-0614

辻野　靖浩011504

TEL 0595-63-2155

（株）丸栄建設 90,000 －2409有法

土２建２と２電２管２舗２水２解２
三重県名張市松崎町１４４０－１〒518-0722

菊山　賢二011505

TEL 0595-26-3332

アイビーエー（株） 40,000 －2409有法

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県伊賀市問屋町１１－２〒518-0822

和田　満011507

TEL 0595-23-0275

（有）泰生産業 3,000 －2409有法

土１と１舗１
三重県伊賀市ゆめが丘２－３－６〒518-0131

田中　健一011508
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TEL 0595-21-3611

上野都市ガス（株） 80,000 －2409有法

管１
三重県伊賀市上野茅町２７０６〒518-0838

中井　茂平011510

TEL 0595-59-2270

清水左官設備 －2409無個

土１左１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県伊賀市島ヶ原４０８５－１〒519-1711

清水　文隆011511

TEL 0595-45-4327

（有）芭蕉農林 3,000 －2409有法

土１園１
三重県伊賀市山畑３４７５〒519-1421

中森　俊介011516

TEL 0595-66-0278

サンリツ工業 －2409無個

鋼１
三重県名張市下小波田６８２－１〒518-0612

田原　克彦011519

TEL 0595-23-6203

（株）みどり 10,000 －2409有法

管１
三重県伊賀市上野田端町９２１－１９〒518-0839

藤森　浩二011522

TEL 0595-65-5970

名阪エンジニアリング（株） 10,000 －2409無法

管１
三重県名張市美旗町中１－１８８－１５〒518-0617

古瀬　大教011523

TEL 0595-23-3063

（株）池町板金 10,000 －2409有法

板１
三重県伊賀市佐那具町５８５〒518-0001

池町　佐継011526

TEL 0595-22-0081

（株）サンクリエイト 10,000 －2409有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県伊賀市上野忍町２４７１－２〒518-0854

山中　武011527

TEL 0595-21-4690

岸田工務店（有） 3,000 －2409有法

建１大１
三重県伊賀市久米町１９８〒518-0843

岸田　泰治011529

TEL 0595-48-0087

スミタニ建築工房 －2409無個

建１と１解１
三重県伊賀市上阿波１３１８〒518-1412

炭谷　成良011531

TEL 0595-68-4109

（有）片岡建設 8,000 －2409無法

土１と１舗１
三重県名張市つつじが丘南７番町１４０〒518-0427

片岡　孝英011533

TEL 0595-24-0257

まつなみ建築工房 －2409有個

土１建１
三重県伊賀市上野桑町１６５１－３〒518-0842

松並　克己011534

TEL 0595-23-0104

（株）ビルドコーポレーション 10,000 －2409有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県伊賀市久米町５４８－５〒518-0843

福田　裕二011535
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TEL 0595-24-2712

豊正（有） 5,000 －2409無法

建１
三重県伊賀市長田４８５９－５〒518-0031

豊岡　要011536

TEL 0595-68-3212

大中建築 －2409無個

建１大１
三重県名張市下比奈知１３０８〒518-0413

大中　厚志011537

TEL 0595-21-3711

アポロ興産（株） 90,000 －2409有法

管１
三重県伊賀市四十九町１１４０〒518-0823

家喜　正治011540

TEL 0595-54-1636

菊田建築 －2409無個

建１と１
三重県伊賀市霧生１９９６〒518-0215

菊田　義久011543

TEL 0595-65-9961

徳村造園 －2409無個

と１園１
三重県名張市新田１４５７－１〒518-0611

徳村　誉011544

TEL 0595-44-1958

吉住建築工作舎 －2409無個

建１
三重県伊賀市音羽６５６〒518-1324

吉住　慶男011548

TEL 0595-48-0746

（株）森田クレーン 3,000 －2409無法

と１
三重県伊賀市下阿波３１９〒518-1416

森田　博行011549

TEL 0595-61-1110

（株）きくみｉｅ 3,000 －2409無法

建１大１屋１タ１内１
三重県名張市赤目町丈六２５５－１〒518-0465

北森　将来011550

TEL 0595-21-0988

（株）大栄工業 20,000 －2409有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県伊賀市西明寺字中川原４８５－２〒518-0809

山本　文生011552

TEL 0595-43-1803

桑原工業（株） 3,000 －2409有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県伊賀市上友田２９９７〒518-1303

桑原　隆憲011553

TEL 0595-45-3395

（株）アステック 30,000 －2409有法

土１と１舗１
三重県伊賀市下柘植５０７１〒519-1412

遠藤　義彰011556

TEL 0595-48-6378

（株）井上和則地所 10,000 －2409有法

土１
三重県名張市鴻之台１－７５〒518-0701

井上　和則011557

TEL 0595-46-1031

伊山瓦（業） 78,000 －2409無法

屋１
三重県伊賀市炊村字千谷１１８７－２〒518-1403

川瀬　道嗣011559
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TEL 0595-45-4185

（株）ＦＫＣ 5,000 －2409無法

土１建１と１管１解１
三重県伊賀市山畑１５０６〒519-1421

福森　幸治011561

TEL 0595-48-0737

山森建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市下阿波３２０８〒518-1416

山森　四郎011563

TEL 0595-42-1841

川森建築（株） 5,000 －2409無法

建１
三重県伊賀市玉瀧４３５７〒518-1322

川森　一夫011564

TEL 0595-45-7980

伊賀クレーン －2409無個

と１
三重県伊賀市川西１７３８－４３６〒519-1425

山中　淳也011565

TEL 0595-48-7370

光輝建設（株） 10,000 －2409無法

土１建１大１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県名張市梅が丘南３番町６〒518-0743

上杉　光弘011567

TEL 0595-67-3232

（有）　城デンキ 3,000 －2409無法

管１
三重県名張市東田原６０１－５〒518-0602

　城　義之011569

TEL 0595-63-1827

イワハラ測建 －2409無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県名張市蔵持町原出６４６－１〒518-0752

岩原　崇泰011570

TEL 0595-64-0277

岩本建設 －2409無個

建１
三重県名張市蔵持町原出５２２〒518-0752

岩本　和也011572

TEL 0595-51-0912

清水エンジニア（株） 5,000 －2409無法

土１と１
三重県名張市東田原２６３９－１〒518-0602

清水　忍011573

TEL 0595-24-3502

（株）イガコー 10,000 －2409有法

機１
三重県伊賀市外山２００－２〒518-0011

吉川　勝善011576

TEL 0595-51-5467

ダイリツ －2409有個

土２と２石２管１舗２し２水２解２
三重県名張市さつき台２－４４〒518-0604

泉岡　克啓011577

TEL 0595-24-0833

玉岡土建 －2409有個

土１と１
三重県伊賀市上野万町２１９３－１１〒518-0855

玉岡　伸一011578

TEL 0595-65-5203

（有）アル建工業 3,000 －2409有法

具１
三重県名張市美旗中村徳明１７６９〒518-0615

青山　東一011579
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令和 3年 3月末日 現在　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0595-61-1148

三山テック（株） 3,000 －2409有法

土１と１
三重県名張市夏見９１－３〒518-0441

深山　博之011580

TEL 0595-63-4157

アクアサービスナカモリ －2409無個

管１
三重県名張市箕曲中村３３６〒518-0444

中森　善幸011581

TEL 0595-23-0701

（株）三進 5,000 －2409無法

土１と１舗１園１
三重県伊賀市服部町７５８－２０〒518-0007

谷元　信二011582

TEL 0595-66-5700

（株）Ｙ’ ｓｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 20,000 －2409有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県名張市桔梗が丘５－２－７８〒518-0625

吉井　宏011583

TEL 0595-48-7875

ナカモリ建築 －2409無個

建１大１屋１タ１内１
三重県名張市蔵持町原出６８１－１〒518-0752

中森　正憲011584

TEL 0595-63-5453

ＨＤサポート －2409無個

土１
三重県名張市平尾２９８０－７〒518-0713

奥田　哲也011585

TEL 0595-38-0101

村田内装 －2409無個

内１
三重県伊賀市比土３００３〒518-0115

村田　昭011586

TEL 0595-64-3661

（有）オオタ 3,000 －2409無法

内１
三重県名張市梅が丘南２番町６０〒518-0742

大田　滿011588

TEL 0595-63-6431

（株）下村工業所 20,000 －2409無法

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２水２
三重県名張市蔵持町原出７５４〒518-0752

下条　展大011589

TEL 0595-68-1331

カジハラ電業（株） 3,000 －2409無法

電１
三重県名張市すずらん台東５－４７〒518-0405

梶原　竜夫011590

TEL 0595-38-1439

あづま工務店 －2409無個

建１
三重県伊賀市櫂見５８６－１〒518-0104

東　秀充011592

TEL 0595-23-6474

相互建機（株） 17,100 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県伊賀市四十九町２０６８－１〒518-0823

田邉　尚美011593

TEL 0595-20-1781

（株）愛安住 10,000 －2409有法

建１大１内１
三重県伊賀市大野木２１１２－２８〒518-0033

島森　章011594
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知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0595-42-8552

（株）カインド・ファシリティーズ 30,000 －2409有法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１塗１内１水１
三重県名張市平尾２９８０－３９　サンライフ駅前ビル〒518-0713

廣瀬　輝雄011595

TEL 0595-63-1285

ライフクリエート －2409無個

土１建１
三重県名張市東町１８２７－５〒518-0711

杼森　祐二011596

TEL 0595-23-0726

（有）渡辺土木 3,000 －2409無法

土１建１大１と１タ１筋１
三重県伊賀市寺田３０４〒518-0004

渡辺　淳一011599

TEL 0595-45-3815

大西電設 －2409無個

電１
三重県伊賀市希望ケ丘西５－６－７〒519-1423

大西　史朗011602

TEL 0595-59-9500

（株）ファイナルマーケット 20,000 －2409有法

土１と１石１舗１水１
三重県伊賀市島ケ原５８２６－３〒519-1711

中川　武志011604

TEL 0595-21-1951

（有）明光電気通信工業 10,000 －2409有法

電１
三重県伊賀市上野丸之内６－１０〒518-0873

山本　一雄011605

TEL 0595-65-7730

（株）タカキューズカンパニー 40,000 －2409無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
三重県名張市桔梗が丘西３番町３－６０〒518-0643

平田　京子011608

TEL 0595-54-6530

（株）堀内建設 3,000 －2409無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県伊賀市上野徳居町３３３７－２〒518-0856

堀内　健司011609

TEL 0595-62-2103

アイホーム －2409無個

建１
三重県名張市夏見３１５３－３〒518-0441

田中　直樹011611

TEL 0595-23-8488

（株）米岡家具センター 10,000 －2409有法

内１具１
三重県伊賀市土橋６３－１〒518-0015

米岡　秀之011614

TEL 0595-64-8851

ナカヒロ設備 －2409無個

管１
三重県名張市鴻之台１番町１０７〒518-0701

中村　博司011615

TEL 0595-42-8668

（株）ライフ 5,000 －2409無法

土１と１舗１解１
三重県名張市夏秋５９０〒518-0731

清原　茂之011616

TEL 0595-23-7239

西出塗装 －2409無個

塗１
三重県伊賀市依那具４１３－１〒518-0101

西出　儀己011617
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0595-23-2482

豊國工業（株） 90,000 －2409有法

板１
三重県伊賀市小田町１４５０－１〒518-0825

井上　明彦011620

TEL 0595-48-7500

（株）ＴＯＣＯＮ 10 －2409無法

筋１
三重県名張市すずらん台西４－７７〒518-0409

渡邊　昌彦011621

TEL 0595-51-0973

（有）鈴木ダイビングサービス 5,000 －2409有法

土１と１石１し１水１
三重県伊賀市依那具１４１５－２〒518-0101

鈴木　勝美011623

TEL 0595-24-1941

（株）イシバシ機工 10,000 －2409有法

管１機１
三重県伊賀市緑ケ丘南町３８７８－２〒518-0835

石橋　弘彰011626

TEL 0595-23-0079

（有）コスメチックス・オオキタ 3,000 －2409有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県伊賀市上野桑町２０９９〒518-0842

上島　栄美子011627

TEL 0595-23-6523

（株）ナック 10,000 －2409有法

管１機１
三重県伊賀市朝屋字越中２０５２〒518-0032

中村　賢史011628

TEL 0595-63-5304

鈴木雄建築 －2409無個

建１大１
三重県名張市豊後町４４１－１８〒518-0728

鈴木　真治011629

TEL 0595-42-1924

（株）増田鉄工所 5,000 －2409無法

建１管１鋼１機１
三重県伊賀市玉瀧３３０９〒518-1322

増田　真利011631

TEL 0595-64-1123

（有）オオテ 3,000 －2409無法

タ１
三重県名張市緑が丘中１５８〒518-0755

大手　道春011632

TEL 0595-23-2456

アーキテクトオオモリ －2409有個

土１建１
三重県伊賀市依那具９７７－２〒518-0101

大森　勝011634

TEL 0595-45-7017

山本建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市柘植町４５５３－５〒519-1402

山本　祥史011635

TEL 0595-64-5707

名正建設（株） 40,000 －2409無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県名張市桜ケ丘３０８８－１７０－２Ｄ〒518-0712

中岡　正典011636

TEL 0595-48-0331

森大建地産（株） 10,000 －2409無法

建１大１屋１タ１内１
三重県伊賀市猿野１２３８〒518-1414

森　秀樹011637
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0595-39-0180

（株）ヒロセ 5,000 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市予野１２２６－１〒518-1152

廣山　順子011638

TEL 0595-23-7306

タイル屋濵川 －2409無個

左１タ１
三重県伊賀市上野車坂町６５５－２９〒518-0832

濵川　常男011639

TEL 0595-21-4410

前田建設（株） 5,000 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊賀市猪田２７０２〒518-0123

前田　翼011640

TEL 0595-61-3458

村雲建築 －2409無個

建１
三重県名張市東町１６７６－５〒518-0711

村雲　勉011641

TEL 0595-45-5473

田畑建築 －2409無個

建１大１
三重県伊賀市希望ケ丘西３－１－２３〒519-1423

田畑　浩紀011642

TEL 0595-23-3950

平野工務店 －2409無個

建１
三重県伊賀市上野丸之内８－７７〒518-0873

平野　健一011644

TEL 0595-65-3395

日比建設 －2409無個

建１
三重県名張市西原町２２８０〒518-0603

日比　竹裕011645

TEL 0595-45-9229

伊東住設（株） 5,000 －2409有法

土１建１管１
三重県伊賀市下柘植５３３－１〒519-1412

伊東　正人011647

TEL 0595-48-6659

（株）心和総業 3,000 －2409無法

と１
三重県伊賀市別府古森５３６〒518-0221

藤田　茂起011648

TEL 0595-52-0655

ＩＪＫ伊賀重機興業 －2409無個

と１
三重県伊賀市伊勢路７４－１〒518-0205

中井　敏雄011649

TEL 0595-24-7021

（有）サンワークス 10,000 －2409有法

管１
三重県伊賀市問屋町７〒518-0822

内山　展利011651

TEL 050-5201-1516

（株）西岡プランバー 5,000 －2409無法

土１管１
三重県伊賀市四十九町２３０４－５〒518-0823

西岡　将示011652

TEL 0595-39-9081

（株）創和技建 3,000 －2409無法

土１と１石１舗１水１
三重県伊賀市安場１１〒518-1145

中平　雅也011653
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0595-43-0208

宮本電器 －2409有個

電１管１
三重県伊賀市馬場１１３－１〒518-1313

宮本　光雄011655

TEL 090-5606-2195

（株）中山工業 1,000 －2409有法

土１と１
三重県名張市新田１３１１〒518-0611

中山　正太郎011656

TEL 0595-22-8655
）
Ｍｏｒｉｆｕｊｉ＆Ａｓｓｏｃｉａｔｅ（株 8,000 －2409無法

建１
三重県伊賀市上野小玉町３０６５〒518-0866

森藤　芳彦011659

TEL 0595-66-0630

新日本エンジニアリング（株） 30,000 －2409有法

電１管１
三重県名張市桔梗が丘４－３－２８〒518-0624

平野　裕一011660

TEL 0595-41-0688

Ｙｔｅｃ －2409無個

塗１
三重県伊賀市緑ヶ丘東町１０２１〒518-0833

吉田　武史011661

TEL 0595-21-7226

中部住建（株） 3,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊賀市山出１９６０－１〒518-0127

奥井　隆司011663

TEL 0595-48-7520

（株）サン．ユウ建設 3,000 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県名張市鴻之台２－１５１〒518-0702

小山　裕介011664

TEL 0595-52-0366

中勢技建（株） 5,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１
三重県伊賀市阿保７２３〒518-0226

坂浦　英明011665

TEL 0595-39-9015

（株）東昇 30,000 －2409有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
三重県伊賀市菖蒲池１５８２－２〒518-1141

岡　勝011666

TEL 0595-48-0916

（株）奥建工 1,000 －2409有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県伊賀市富永４９－３〒518-1417

奥　則章011667

TEL 0595-44-6200

（株）シュア 5,000 －2409無法

塗１防１
三重県名張市蔵持町原出４７〒518-0752

竹田　正和011668

TEL 0595-24-2812

（有）誠和電気 3,000 －2409無法

電１
三重県伊賀市柘植町２４１１－６１〒519-1402

辻村　弘一011669

TEL 0595-51-6062

（株）Ｄ・Ｇ・Ｙ 5,000 －2409無法

土１建１と１舗１
三重県名張市結馬字外垣内７２〒518-0735

山﨑　大輔011670
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0595-64-6055

ｙｕｎｏ工房 －2409有個

建１
三重県名張市富貴ヶ丘１－１６３〒518-0414

湯野　俊和011671

TEL 0595-51-8350

エスト －2409無個

防１
三重県伊賀市千戸１１７４－４２６〒518-1401

宮本　真巳子011672

TEL 0595-37-0063

山岡電気 －2409無個

電１
三重県伊賀市上神戸４４８５－７６〒518-0116

山岡　秀年011673

TEL 0595-64-3644

（株）浦野電工 5,000 －2409無法

電１
三重県名張市美旗中村１４３０－５４〒518-0615

浦野　優一011674

TEL 0595-21-7535

川東電気 －2409有個

電１
三重県伊賀市ゆめが丘２－２０－１６〒518-0131

川東　英樹011676

TEL 0595-63-6867

榎田建築 －2409無個

建１
三重県名張市南百合が丘１７４〒518-0446

榎田　公貴011677

TEL 0595-36-2027

（株）ＮＲＫ 500 －2409無法

土１
三重県伊賀市市部４８２－６〒518-0102

中岡　恵佑011678

TEL 0595-63-7609

（有）角田アルミ製作所 3,000 －2409無法

と１ガ１具１
三重県名張市箕曲中村２０２－２〒518-0444

角田　芳宏011679

TEL 0595-23-0917

みうら工芸社 －2409無個

石１
三重県伊賀市西高倉３６３７－２〒518-0025

三浦　久行011680

TEL 0595-51-9384

（株）Ｅ－ＥＸＰＥＲＴ 1,000 －2409無法

電１
三重県名張市神屋６１６－３〒518-0504

内田　聡011681

TEL 0595-64-4792

（株）山田組 5,000 －2409無法

土１と１管１舗１解１
三重県名張市南町７１９〒518-0729

山田　清隆011682

TEL 0595-51-0876

アース・ワーク建設 －2409無個

土１建１大１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊賀市服部町２－２８〒518-0007

田中　正樹011683

TEL 0595-42-8367

（株）東成興業 5,000 －2409無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県伊賀市高畑６１８〒518-0005

東久保　善也011684
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TEL 0595-24-9906

ＪａｐａｎＴｒｕｓｔ（株） 5,000 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市長田２７５５〒518-0031

前田　政文011685

TEL 0595-42-8624

（株）ＭＯＧＡＫＵ 5,000 －2409無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県名張市つつじが丘南１－３９－１０〒518-0421

平野　亮二011687

TEL 0595-21-1596

（株）西條 3,750 －2409有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市中友生１１１１〒518-0816

中村　浩011689

TEL 0595-20-1155

（株）シン・ライフクリエイト 3,000 －2409有法

建１塗１
三重県伊賀市治田８７６〒518-1155

樋口　信吾011690

TEL 0595-41-1690

（株）プラステリア 6,000 －2409無法

土１と１舗１
三重県名張市新田２０２８－１〒518-0611

木下　善広011691

TEL 0595-46-0006

（株）甲賀建設 500 －2409無法

土１と１筋１
三重県伊賀市甲野１０３３－４９９〒518-1404

喜納　慶子011692

TEL 059-329-6507

（株）柏新 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市蒔田２－８－４〒510-8022

西浦　正貴011693

TEL 0595-64-2020

（株）睦建設 5,000 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県名張市安部田５５７－１〒518-0737

大野　睦明011694

TEL 0595-43-0005

（株）森一電機 3,000 －2409無法

電１
三重県伊賀市馬田８４９－１〒518-1311

森本　喜代一011695

TEL 0595-68-1775

坂本左官工業 －2409無個

左１
三重県名張市つつじが丘南７－１３８〒518-0427

坂本　行久011696

TEL 0595-21-7705

（株）サンフレンド 7,300 －2409無法

建１
三重県伊賀市ゆめが丘３－２２－１〒518-0131

岡森　洋忠011697

TEL 0595-21-2805

（有）南出電気工業 3,000 －2409無法

電１消１
三重県伊賀市上野中町３００３－１〒518-0869

南出　政彦011698

TEL 0595-65-8341

（株）沖屋組 5,000 －2409無法

土１建１と１舗１
三重県名張市東田原６０２－６〒518-0602

沖屋　伍郎011699
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TEL 0595-66-1036

白石設備工業（株） 5,000 －2409無法

管１
三重県名張市美旗町中１－１８７７－７〒518-0617

白石　光六011700

TEL 0595-23-2497

しゃかんかとう屋 －2409無個

左１
三重県伊賀市東高倉２３８０－１１〒518-0024

加藤　正幸011701

TEL 0595-21-3372

（有）西尾デンキ 3,000 －2409無法

電１管１
三重県伊賀市上野丸之内１－４８〒518-0873

西尾　光正011702

TEL 0595-63-6955

山喜電器（株） 10,000 －2409有法

電１管１
三重県名張市夏見８５番地－１〒518-0441

山中　正喜011703

TEL 0595-66-3515

拓真工業 －2409無個

内１
三重県名張市美旗町南西原２０７〒518-0616

前川　拓栄011704

TEL 0595-62-7722

（株）近畿不動産販売 10,000 －2409有法

建１内１
三重県名張市百合が丘東１－１７〒518-0471

冨士松　洋也011705

TEL 0595-52-5011

ひのか －2409有個

建１
三重県伊賀市比土三谷４３７５－１〒518-0115

三原　憲栄011706

TEL 0595-68-6054

堀口設備 －2409無個

管１
三重県名張市つつじが丘北３－２２４〒518-0433

堀口　英誉011707

TEL 0595-23-4411

ドリームリフォーム（株） 20,000 －2409無法

建１管１消１解１
三重県伊賀市上野茅町２７０６〒518-0838

佐藤　政博011708

TEL 0595-24-9493

井戸野電気 －2409無個

電１
三重県伊賀市ゆめが丘４－４－１２〒518-0131

井戸野　秀司011709

TEL 0595-65-2253

小林建築 －2409無個

建１大１屋１タ１内１
三重県名張市桔梗が丘５番町８－１８２７－６〒518-0625

小林　大祐011710

TEL 0595-46-0007

（株）西口創建 5,000 －2409無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市炊村１７３１〒518-1403

西口　幸男011711

TEL 0595-20-1432

山下電設（株） 5,000 －2409無法

電１
三重県伊賀市白樫２２６２番地〒518-1151

山下　要一011712
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TEL 0595-41-1220

シンエンジニアリング（株） 5,000 －2409無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県名張市桔梗が丘５番町１－１３〒518-0625

平　大志郎011713

TEL 0595-42-8816

小林電気 －2409無個

電１
三重県伊賀市ゆめが丘４－１２－３〒518-0131

小林　正和011714

TEL 0595-46-0011

竹森製材建設（株） 5,000 －2409無法

建１
三重県伊賀市川北３６２－１〒518-1425

竹森　茂011715

TEL 0595-28-0030

山司建設 －2409無個

土１
三重県名張市赤目町新川６１５－２５〒518-0466

山下　貴司011717

TEL 0595-51-7710

（株）今井建築工房 5,000 －2409有法

建１
三重県伊賀市槇山１９３５〒518-1326

今井　翔011718

TEL 0595-24-7622

（株）ヤマハラ 6,000 －2409有法

土１と１
三重県伊賀市三田８９１－４〒518-0022

山原　一剛011719

TEL 0595-23-5685

（株）西広軽天工業 5,000 －2409無法

内１
三重県伊賀市猪田５９４－２〒518-0123

前田　真二011720

TEL 0595-21-1496

日本機械部品（株） 10,000 －2409有法

機１
三重県伊賀市西明寺８４８－６〒518-0809

野口　徹011721

TEL 0595-26-1717

（株）安全警備 10,000 －2409有法

土１と１石１電１タ１鋼１舗１し１塗１通１水１
三重県伊賀市西明寺２８０７番地１〒518-0809

矢部　敏光011722

TEL 0595-42-8131

（株）マサキ 10,000 －2409有法

土１と１石１タ１鋼１舗１し１水１解１
三重県名張市朝日町１５０８－３〒518-0721

永橋　正樹011723

TEL 0595-51-0308

（株）咲勝建設 5,000 －2409無法

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１水１解１
三重県名張市梅が丘南３－２８０〒518-0743

日々　勝011724

TEL 0595-61-0677

（株）桑山瓦 1,500 －2409無法

屋１
三重県名張市富貴ヶ丘４－４７〒518-0417

桑山　優樹011725

TEL 0595-66-2882

シンキ配送（株） 20,000 －2409有法

機１
三重県名張市西田原２０８０〒518-0609

中西　律夫011726
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TEL 0595-23-0213

（株）岩城建装 2,000 －2409無法

塗１
三重県伊賀市佐那具町３２９－６〒518-0001

岩城　健人011727

TEL 0595-48-6070

ホームテック －2409無個

建１
三重県名張市赤目町すみれが丘１３２〒518-0461

渡部　英人011728

TEL 0595-45-3963

（株）三福土建 5,000 －2409無法

土１
三重県伊賀市小杉１０６０〒519-1406

松本　満011729

TEL 0595-24-1573

花谷電工（株） 5,000 －2409無法

電１
三重県伊賀市平野樋之口２８５－１６〒518-0802

花谷　郁彦011730

TEL 0595-21-5466

森中瓦葺店 －2409無個

屋１
三重県伊賀市西高倉３０９４〒518-0025

森中　孝治011731

TEL 0595-51-6091

（有）シュウケン 10,000 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市玉瀧５６８８－２〒518-1322

今北　秀三011732

TEL 090-7686-9401

石丸工業 －2409無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市長田１９９５－１〒518-0031

藤岡　孝治011733

TEL 0595-45-4332

（有）清風園 10,000 －2409有法

園１
三重県伊賀市山畑５０４〒519-1421

中林　紀佳011734

TEL 0595-51-0195

（株）ウッドサプライヤー 2,500 －2409有法

建１大１屋１タ１内１
三重県伊賀市川北３６２－１〒518-1425

中居　久生011735

TEL 0595-43-0128

藤森建設 －2409無個

建１大１
三重県伊賀市川合２３２－７〒518-1307

藤森　忠憲011736

TEL 0595-51-8112

（株）山のめぐみ舎 5,000 －2409無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県伊賀市腰山４９５〒518-0214

神保　健一011737

TEL 0595-51-6555

都プラス（株） 8,000 －2409無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊賀市上野忍町２４７３－５〒518-0854

森川　竹明011738

TEL 0595-64-0881

ウエストアップ －2409無個

土１と１石１電１鋼１舗１し１水１
三重県名張市南百合が丘１２７〒518-0446

西上　渉011739
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TEL 0595-45-2108

西野建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市柘植町１８２７〒519-1402

西野　彰祥011740

TEL 0595-68-1004

片山電機 －2409無個

電１
三重県名張市つつじが丘北４番町１１７〒518-0434

片山　義久011741

TEL 0595-42-1556

廣瀬板金（株） 8,000 －2409無法

屋１板１
三重県伊賀市玉瀧３１８６〒518-1322

廣瀬　正宜011742

TEL 0595-59-2341

松岡建築 －2409無個

建１大１屋１タ１内１
三重県伊賀市島ヶ原６２２２－２〒519-1711

松岡　政之011743

TEL 0595-64-1340

（株）協和防水 7,500 －2409無法

大１左１屋１タ１板１塗１防１内１絶１
三重県名張市桜ケ丘３０８８－１７０－２Ｇ〒518-0712

荻原　龍次011744

TEL 0595-63-1281

青山住建 －2409無個

建１大１屋１タ１内１
三重県名張市赤目町星川１２３－２〒518-0462

青山　一登011745

TEL 0595-26-6661

結希建設（株） 400 －2409無法

土１と１
三重県伊賀市大谷７７７－３〒518-0017

出口　忠志011746

TEL 0595-42-1058

（有）幾世組 3,000 －2409無法

土１と１石１舗１水１
三重県伊賀市内保６２０〒518-1321

幾世　幸彦011747

TEL 0595-38-1858

廣竹板金 －2409無個

屋１板１
三重県伊賀市才良４６４〒518-0108

福田　竹志011748

TEL 0595-24-5534

脇田組 －2409無個

土１と１水１
三重県伊賀市ゆめが丘４－１０－８〒518-0131

脇田　幸次011749

TEL 0595-65-6211

（株）メイハン 50,000 －2409有法

建１
三重県名張市東田原２１７５〒518-0602

田畑　博011750

TEL 0595-24-2858

（株）恭進 1,000 －2409無法

と１
三重県伊賀市西条字沖５８－５〒518-0014

山口　真佐美011751

TEL 0595-38-8010

（株）住まいの和 1,000 －2409無法

建１屋１タ１内１
三重県伊賀市上林３１５〒518-0112

中村　律子011752



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

224頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0595-48-6723

（有）村口畳工房 3,000 －2409無法

内１
三重県名張市赤目町一ノ井１１５〒518-0468

村口　直人011753

TEL 0595-46-1956

丸澤畳店 －2409無個

内１
三重県伊賀市平田６１９－２〒518-1422

丸澤　和美011754

TEL 0595-63-1715

森本建築 －2409無個

建１大１
三重県名張市赤目町一ノ井７７２－１〒518-0468

森本　隆011755

TEL 0595-24-3309

恵工房 －2409有個

建１
三重県伊賀市依那具２２１〒518-0101

杉下　德藏011756

TEL 0595-24-8420

（株）エムズ 5,000 －2409有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊賀市小田町６３０－１〒518-0825

長谷川　正雄011757

TEL 0595-24-9207

（株）ハシモト電機 1,000 －2409無法

電１
三重県伊賀市上野愛宕町１９５０－８〒518-0846

橋本　正昭011758

TEL 0595-48-6558

（株）ミタヤ建築 10,000 －2409無法

建１
三重県名張市瀬古口４９５－１〒518-0445

田矢　正弘011759

TEL 0595-39-0538

孝総興業（株） 2,000 －2409無法

土１と１解１
三重県伊賀市山出１５５９－３〒518-0127

勝島　孝尚011760

TEL 090-7612-3417

猪飼建築事務所 －2409有個

土１建１大１左１と１屋１鋼１筋１舗１板１塗１防１内１絶１具１水１
三重県伊賀市希望ケ丘東３－２－１５〒519-1422

猪飼　正人011761

TEL 0595-66-4737

（株）ケイアール・ワーク 5,000 －2409無法

屋１板１
三重県名張市桔梗が丘５番町８－１０－１〒518-0625

亀山　和久011762

TEL 0595-64-1999

ティーテック －2409無個

塗１
三重県名張市赤目町すみれが丘２１〒518-0461

坂上　貴人011763

TEL 0595-51-5719

ＭＫ通信 －2409無個

電１消１
三重県名張市梅が丘北２番町３３〒518-0747

村中　謙一011765

TEL 0595-68-0126

ウエダ設備 －2409無個

管１
三重県名張市すずらん台東５番町１０４〒518-0405

上田　正大011766
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TEL 0595-63-2022

（株）大雄興業 10,000 －2409有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県名張市松崎町１３３０－１　アイエムビル名張２０４号〒518-0722

鈴木　雄大011767

TEL 0595-51-9407

（株）平雅 5,000 －2409無法

屋１
三重県伊賀市西高倉４９８８－３４〒518-0025

平田　雅生011768

TEL 0595-65-3017

ハヤ建設 －2409無個

土１と１管１
三重県名張市新田９５〒518-0611

福森　国夫011769

TEL 0595-41-0801

ナカノ電装 －2409無個

電１
三重県名張市桔梗が丘５－８－７４－１０〒518-0625

中野　正吉011770

TEL 0595-45-5112

（株）德力 3,000 －2409無法

電１
三重県伊賀市御代６８５〒519-1414

平原　德佑011771

TEL 0595-39-0068

（株）テック華宅 10,000 －2409無法

電１
三重県伊賀市桂９７〒518-1153

西浦　透011772

TEL 090-4863-1159

水谷建築 －2409無個

建１大１
三重県名張市名張市梅が丘北４番町１１〒518-0749

水谷　秀明011773

TEL 0595-65-3655

（合）樋口明和 1,040 －2409無法

電１管１
三重県名張市桔梗が丘５番町６－６８〒518-0625

山森　晋哉011774

TEL 0595-61-2036

（株）和蔵 3,000 －2409無法

建１大１
三重県名張市富貴ケ丘２－９７〒518-0415

鎌井　信博011775

TEL 0595-23-3485

山忠建築 －2409無個

建１
三重県伊賀市佐那具町４８０〒518-0001

山本　直哉011776

TEL 0595-41-1091

（株）テンプルコーポレーション 6,000 －2409無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県名張市鴻之台２番町９８ーＣ棟〒518-0702

寺門　亮011777

TEL 0595-50-1975

猪飼重機（株） 5,000 －2409有法

土１と１舗１
三重県伊賀市三田１５１７〒518-0022

猪飼　勲011778

TEL 059-378-8874

（有）田中機械設備 3,000 －2403無法

機１
三重県鈴鹿市高塚町１９７７－３〒513-0011

田中　通012005
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TEL 059-386-0127

（株）清水屋 10,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市江島本町２０－２〒510-0234

山野　真一012007

TEL 059-387-6903

三重舗道（株） 20,000 －2403無法

土２と２舗２
三重県鈴鹿市白子町２９８８－１〒510-0244

小島　学012016

TEL 059-383-7474

総合防災オオタ（株） 10,000 －2403有法

消１
三重県鈴鹿市南玉垣町６９１４－１〒513-0816

太田　凖一012018

TEL 059-374-1403

松永工業 －2403無個

鋼１
三重県鈴鹿市石薬師１１５５－１０〒513-0012

松永　和生012019

TEL 059-379-3287

平井土木 －2403無個

土１大１と１筋１舗１
三重県鈴鹿市国府町２５５０〒513-0836

平井　吉廣012028

TEL 059-379-0770

（株）レイセイ 10,000 －2403有法

鋼１
三重県鈴鹿市高塚町１４５１－３２１〒513-0011

岩岡　慶太郎012029

TEL 05958-2-6809

（有）篠原電気工業所 5,000 －2403無法

電１
三重県亀山市阿野田町１０９５－５６〒519-0137

篠原　克昌012031

TEL 059-371-0329

宮崎鉄筋工業所 －2403無個

筋１
三重県鈴鹿市東庄内町７１７〒519-0272

宮崎　裕012035

TEL 059-388-0190

（株）藤田工業所 5,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市南若松町５０２－１２〒510-0227

藤田　篤志012037

TEL 059-387-4667

亀井建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市岸岡町２９７１－１０〒510-0226

亀井　充012039

TEL 059-379-2760

森一建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市住吉１－３１－１３〒513-0826

森　一生012042

TEL 0593-45-6973

（株）マツデン 5,000 －2402有法

電１
三重県四日市市中里町２２－３〒510-0864

松尾　徹012045

TEL 059-382-7181

電設マルーセイ（有） 3,000 －2403無法

電１管１
三重県鈴鹿市竹野２－１１－８〒513-0025

西岡　正義012051
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TEL 059-382-3612

鈴南建設（株） 40,000 －2403無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県鈴鹿市三日市１－１２－２７〒513-0807

西山　富美子012054

TEL 059-386-8684

（有）中日本電気 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市岸岡町字打越３５３９〒510-0226

儀賀　亮012055

TEL 05958-2-8689

中川建設 －2403無個

土１建１
三重県亀山市野村２－８－１６〒519-0165

中川　重生012058

TEL 059-378-0464

（株）向清建設 10,000 －2403無法

土１建１と１舗１
三重県鈴鹿市加佐登３－１０－１〒513-0004

清水　徹012061

TEL 0595-83-3067

（株）ミヤモト 3,000 －2403無法

と１
三重県亀山市川合町１１９８－５１〒519-0103

宮本　竜一012066

TEL 059-386-3139

ランバーハウジング（株） 10,000 －2403有法

土１建１
三重県鈴鹿市江島本町２０－２〒510-0234

山野　昌康012069

TEL 059-374-2073

（株）ハットリ技建 10,000 －2403無法

土１左１と１石１タ１鋼１舗１園１
三重県鈴鹿市石薬師町３９０－３〒513-0012

服部　隆也012070

TEL 059-368-0681

（株）ニイミ 10,000 －2403有法

建１内１
三重県鈴鹿市岸岡町３７６１〒510-0226

新美　辰二012072

TEL 059-386-4102

水平建設 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市野町西２－８－２６〒510-0218

水平　盛美012075

TEL 059-382-6678

梅林工業 －2403無個

と１
三重県鈴鹿市北玉垣町１６５１－３〒513-0813

梅林　由尚012076

TEL 059-375-0050

（株）五大工業 10,000 －2403有法

鋼１
三重県鈴鹿市住吉町８３０９－１〒513-0825

垣内　学012077

TEL 059-378-3350

（有）宮﨑計装 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市国府町２２００－７０〒513-0836

宮﨑　雅012083

TEL 059-383-7770

（株）ムラタ工務店 10,000 －2403無法

土１建１と１管１
三重県鈴鹿市須賀町２００４〒513-0033

村田　忠012084
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TEL 059-395-0017

（株）オグラ建設 3,000 －2403無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県鈴鹿市南堀江１－１０－３〒513-0046

小掠　直行012086

TEL 05958-2-5036

ヤマトシ －2403無個

屋１板１
三重県亀山市川合町６９６〒519-0103

早川　一彦012087

TEL 059-378-0154

（株）日本グリーン 10,000 －2403有法

土１と１石１舗１園１解１
三重県鈴鹿市住吉３－１－２０〒513-0826

三浦　彰太012090

TEL 059-371-0653

村部組 －2403無個

土１と１石１鋼１舗１塗１水１
三重県鈴鹿市山本町７７２〒519-0315

村部　広治012091

TEL 059-370-2323

（株）アポロ 10,000 －2403有法

土１建１園１
三重県鈴鹿市国府町５７３１－１〒513-0836

宮﨑　城治012099

TEL 05958-2-1583

倉田建築 －2403無個

建１
三重県亀山市若山町１－５〒519-0151

倉田　和彦012101

TEL 059-386-2590

（有）白木技建 5,000 －2403無法

土１建１左１と１管１タ１
三重県鈴鹿市白子２－６－７〒510-0243

白木　三四士012105

TEL 059-383-9280

（有）仲田製缶工業 3,000 －2403無法

管１鋼１
三重県鈴鹿市池田町１１２２〒513-0032

中田　洋012106

TEL 0595-82-8456

（株）米倉建設 20,000 －2403有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県亀山市和田町６〒519-0102

米倉　巧治012107

TEL 0593-22-7772

（株）イセタニ 10,000 －2402無法

土１左１と１石１鋼１舗１し１園１水１
三重県四日市市小林町３０２４－１〒510-0946

伊勢谷　勇次012113

TEL 059-374-0715

出口建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市下大久保町７１４〒513-1123

出口　義典012115

TEL 059-378-8068

（有）鈴鹿仮設 3,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ１４－１０〒510-0208

伊藤　喜三012119

TEL 059-374-0946

衣笠土木（有） 35,000 －2403有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県鈴鹿市国分町１６－１〒513-0013

衣笠　玲子012120
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TEL 059-374-4047

（株）東海メカナイズ 15,000 －2403有法

土１と１鋼１舗１塗１機１水１解１
三重県鈴鹿市国分町６６８－１〒513-0013

清水　道盛012122

TEL 059-379-0384

（有）森電気工業 3,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市国府町４５７３－１〒513-0836

森　正芳012124

TEL 059-388-8728

杉本配管 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市稲生３－１６－８〒510-0205

杉本　寛012125

TEL 059-387-6111

（株）世古工務店 30,000 －2403無法

土１建１大１と１内１
三重県鈴鹿市磯山４－８－２２〒510-0256

仁木　雅之012129

TEL 059-389-6626

（有）二条鉄筋 3,500 －2403有法

土１と１筋１
三重県鈴鹿市三宅町６６８－２〒510-0265

西　紘一012133

TEL 059-382-5298

（株）シンワ 5,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市三日市１－１９－１７〒513-0807

高田　信明012135

TEL 059-374-3467

（有）スズカ産業 3,000 －2403無法

具１
三重県鈴鹿市深溝町２１８２〒519-0321

西口　雅紀012137

TEL 059-386-4624

杉野設備工業（株） 5,000 －2403無法

土１管１舗１
三重県鈴鹿市秋永町１６５１〒510-0258

杉野　智規012141

TEL 059-382-4769

前田建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市一ノ宮町５７８－１〒513-0031

前田　一彦012143

TEL 059-385-0236

（株）宮崎商店 10,000 －2403有法

管１
三重県鈴鹿市下箕田３－８－１〒513-0052

宮崎　福治012144

TEL 059-387-1123

（株）中村建築 3,000 －2403有法

建１大１
三重県鈴鹿市磯山４－５－３０〒510-0256

中村　義昭012145

TEL 059-385-1033

土田工業（株） 10,000 －2403無法

土１建１左１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県鈴鹿市北長太町１８２－１〒513-0049

土田　茂012146

TEL 059-378-0600

（有）鈴峰工業所 3,000 －2403無法

建１鋼１
三重県鈴鹿市大池３－６－５０〒513-0827

今村　敏充012147
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TEL 059-383-2227

橋本電設 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市土師町６４７〒513-0812

橋本　義和012149

TEL 059-383-3181

（株）イトブン 15,000 －2403有法

内１機１
三重県鈴鹿市西条１－７－２〒513-0809

井坂　道宣012152

TEL 059-378-1647

三善工業（有） 5,000 －2403有法

建１鋼１
三重県鈴鹿市平野町７７２２－１４〒513-0835

平子　実012156

TEL 05959-6-1618

山本基業 －2403無個

土１と１
三重県亀山市関町木崎６７４〒519-1107

山本　輝夫012157

TEL 059-378-9580

（有）イケヤマテント 5,000 －2403無法

と１鋼１
三重県鈴鹿市国府町７６７９－３１〒513-0836

池山　知俊012159

TEL 059-371-0143

（有）北川木材工業 5,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市東庄内町３６１－１〒519-0272

北川　知輝012161

TEL 059-382-4515

（有）松井総合設備 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市竹野２－１７－１６〒513-0025

松井　貞治012168

TEL 05958-2-6188

伊藤建築 －2403無個

建１
三重県亀山市菅内町５３６－１６〒519-0132

伊藤　直文012171

TEL 0595-85-1749

（有）服部工業 3,000 －2403有法

管１鋼１
三重県亀山市辺法寺町字赤坂１７７８－３〒519-0221

服部　久喜012176

TEL 059-383-8196

富士電機ＦＡサービス（株） 30,000 －2403有法

電２機１
三重県鈴鹿市南玉垣町５５２０〒513-8633

石田　一郎012179

TEL 059-381-5600

（株）イシケン 10,000 －2403無法

建１内１
三重県鈴鹿市池田町１２７９－１〒513-0032

石川　見陽012180

TEL 059-382-7398

辻合組 －2403無個

大１
三重県鈴鹿市岸岡町１４４４－１７〒510-0226

辻合　宗次012181

TEL 059-388-1100

樋口鉄工所 －2403無個

建１鋼１
三重県鈴鹿市野村町１７８－１〒510-0203

樋口　春一012183
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TEL 059-385-4669

加藤塗工店 －2403無個

塗１
三重県鈴鹿市長太旭町４－３－３３〒513-0042

丹羽　民三012184

TEL 05958-3-0951

櫻井建築 －2403無個

建１
三重県亀山市栄町１４８１－５〒519-0111

櫻井　和哉012185

TEL 059-387-0222

（有）川端工業 10,000 －2403無法

土１と１石１管１舗１塗１水１
三重県鈴鹿市岸岡町３０９６－２９〒510-0226

川端　塁012190

TEL 059-370-2844

（有）植高 3,000 －2403無法

園１
三重県鈴鹿市三畑町１５５－２〒519-0322

林　宏三郎012192

TEL 059-332-1444

蒼築舎（株） 10,000 －2402無法

建１左１園１
三重県四日市市浜一色町１６－３５〒510-0031

松木　憲司012199

TEL 059-387-4469

（有）権野鉄筋工業所 3,000 －2403無法

筋１
三重県鈴鹿市白子町字用水３２１８－１〒510-0244

権野　勝巳012203

TEL 059-378-7272

（有）マルタカ建装 3,000 －2403無法

内１
三重県鈴鹿市道伯５－１６－１４〒513-0823

髙田　剛012205

TEL 059-382-0668

前田配管 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市神戸３－９－２１〒513-0801

前田　修012209

TEL 059-385-0834

（有）スズカテック 35,000 －2403無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２機１園１水２解２
三重県鈴鹿市南長太町８００－１〒513-0048

杉本　貴吉012210

TEL 059-379-3346

森田建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市住吉５－１４－８〒513-0826

森田　廣012211

TEL 059-388-0358

（有）ヒグチ建設 10,000 －2403無法

土１建１大１内１
三重県鈴鹿市岸岡町２８８４－５〒510-0226

樋口　周雄012212

TEL 059-383-0971

三鈴冷機（株） 10,000 －2403有法

管１絶１
三重県鈴鹿市河田町４２１－１〒513-0023

浦川　史隆012213

TEL 05958-3-1525

（有）豊田造園土木 3,000 －2403有法

土１園１
三重県亀山市羽若町８３７－２３〒519-0164

豊田　満博012215
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TEL 05958-5-2381

（有）ユタカデンキ 3,000 －2403無法

電１管１
三重県亀山市能褒野町６４－５３〒519-0212

的井　孝012219

TEL 059-374-3138

（有）司 10,000 －2403無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市自由ヶ丘１－３－１〒513-1124

伊藤　龍司012222

TEL 059-382-5622

（株）塚本工業所 5,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市池田町１１５６〒513-0032

塚本　知幸012223

TEL 059-378-9032

（有）加藤サッシ工業 5,000 －2403無法

具１
三重県鈴鹿市国府町７６５８－１３〒513-0836

加藤　昭夫012226

TEL 059-387-2095

大幸電気 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市稲生塩屋１－２－２８〒510-0207

樋口　幸人012235

TEL 059-378-4662

（有）森本工務店 3,000 －2403無法

土１
三重県鈴鹿市加佐登４－３０－１２〒513-0004

森本　ユリ子012237

TEL 059-386-5336

三建興業 －2403無個

土１と１
三重県鈴鹿市寺家２－７－１７〒510-0254

河内　和行012239

TEL 059-372-3868

（有）スギモト電気 3,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市郡山町２０８１－４〒510-0263

杉本　清史012242

TEL 05958-2-6615

田中建築 －2403無個

建１
三重県亀山市井尻町１２１６〒519-0131

田中　修012244

TEL 059-389-5672

三交安全施設（株） 10,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県鈴鹿市若松東３－２１－１０〒510-0225

杉田　敦012247

TEL 059-386-5205

八方設備 －2403無個

土１と１管１
三重県鈴鹿市寺家２－１－１０〒510-0254

森　誠012249

TEL 059-379-3830

明電工（株） 10,000 －2403無法

電１通１
三重県鈴鹿市阿古曽町２７－２０〒513-0828

前濱　輝義012254

TEL 059-374-0155

（有）ダイトウ 3,000 －2403無法

土１と１管１
三重県鈴鹿市下大久保町８０６－２〒513-1123

大窪　博012255
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TEL 059-378-2378

水野建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市高塚町１４５１－２４６〒513-0011

水野　美規夫012257

TEL 059-387-3099

渥美建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市稲生西３－１３－８〒510-0204

渥美　喜己012271

TEL 0595-83-5000

（株）丸一建材 10,000 －2403無法

板１
三重県亀山市川合町６７－１〒519-0103

伊藤　明012273

TEL 059-372-0400

伊藤建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市長法寺町３４８－１〒510-0266

伊藤　達矢012277

TEL 059-371-0504

山田建築 －2403無個

大１
三重県鈴鹿市西庄内町９２８－１０〒519-0271

山田　健治012281

TEL 059-385-6745

（株）キャピラリー 10,000 －2403無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県鈴鹿市中箕田１－２７－１５〒513-0054

杉本　幸樹012282

TEL 059-385-7051

（株）アットホーム 10,000 －2403無法

建１大１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市中箕田１－２７－１６〒513-0054

杉本　幸作012283

TEL 059-382-0743

（株）宮﨑石材 23,000 －2403有法

石１
三重県鈴鹿市神戸６－１０－２５〒513-0801

宮﨑　良太012290

TEL 059-388-1197

鈴木左官 －2403無個

左１タ１
三重県鈴鹿市岸岡町２８８４－８〒510-0226

鈴木　幹生012297

TEL 059-386-5599

松尾工務店 －2403無個

土１左１と１タ１
三重県鈴鹿市東旭が丘４－４－１６〒510-0211

松尾　力012299

TEL 059-382-0938

ハヤシ住宅（株） 10,000 －2403有法

土１建１管１
三重県鈴鹿市西条４－５０〒513-0809

中村　薫012300

TEL 059-385-5316

（有）白木業務店 5,000 －2403無法

土１と１
三重県鈴鹿市下箕田１－１６－１６〒513-0052

白木　正章012304

TEL 059-378-2193

（有）鈴鹿電化住設 3,000 －2403有法

土１建１大１左１と１屋１電１管１タ１鋼１筋１舗１板１塗１防１内１消１
三重県鈴鹿市国府町７６５８－１２〒513-0836

中林　顕正012307
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TEL 059-370-5437

小林建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市弓削２－１２－１５〒513-0842

小林　博之012312

TEL 059-379-1790

住田板金 －2403無個

板１
三重県鈴鹿市国府町２２００－２０９〒513-0836

住田　洋一012313

TEL 059-383-5298

（有）中西総合メンテナンス 3,000 －2403有法

土１管１機１
三重県鈴鹿市東玉垣町２５０５－４〒513-0814

中西　勝昭012315

TEL 059-382-6889

ナカハマ建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市安塚町９７１－４〒513-0818

中濱　真吾012318

TEL 059-379-0800

成和建設（株） 30,000 －2403無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
三重県鈴鹿市稲生町８３２６－９〒510-0201

中野　利一012322

TEL 059-383-1986

（有）拓己工業 5,000 －2403無法

管１鋼１
三重県鈴鹿市三日市２－５－１７〒513-0807

柳　孝二012326

TEL 05958-3-2507

打田塗装工業（有） 3,000 －2403無法

塗１防１
三重県亀山市白木町２０７１－２〒519-0169

打田　裕也012327

TEL 0595-85-3456

中川送電工事（有） 3,000 －2403有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県亀山市川崎町１５４５－１〒519-0211

中川　澄郎012336

TEL 059-387-3337

ナカニシ建工 －2403無個

土１と１管１舗１
三重県鈴鹿市白子町１７３４－１〒510-0244

中西　圭嗣012340

TEL 05958-3-4558

（有）シラカワ 3,000 －2403有法

土１建１
三重県亀山市川合町１２１７－２〒519-0103

中川　賢一012341

TEL 059-373-3368

（有）西村緑化 5,000 －2403有法

土１園１
三重県鈴鹿市深溝町３６４１－１〒519-0321

西村　拓磨012342

TEL 059-383-6810

（有）小林鉄工所 3,000 －2403無法

鋼１
三重県鈴鹿市末広西１－５〒513-0852

小林　竹仁012345

TEL 05959-8-0114

三栄林産（株） 10,000 －2403有法

建１
三重県亀山市加太中在家８０３２－１〒519-1127

坂　英哉012352
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TEL 059-367-1030

（有）野呂工業 3,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市弓削２－４－６〒513-0842

野呂　孝裕012353

TEL 059-383-8258

ライニング技術工業（株） 10,000 －2403有法

塗１防１
三重県鈴鹿市南玉垣町７１０２－３〒513-0816

山口　幹夫012357

TEL 059-262-5590

（株）ユーサン 20,000 －2404無法

土２と２管１舗２水２
三重県津市白山町南家城１３０８－４〒515-3133

岡田　祐伸012358

TEL 05958-2-5572

小菅建設工業（有） 3,000 －2403無法

土１と１石１舗１
三重県亀山市阿野田町１０９５－２８〒519-0137

小菅　文一012361

TEL 059-386-5437

（株）井上工業 35,000 －2403無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県鈴鹿市北江島町４９－１５〒510-0232

井上　真成012362

TEL 059-372-2773

國広組 －2403無個

土１と１舗１
三重県鈴鹿市郡山町２０２１－９〒510-0263

國分　勝豊012363

TEL 059-370-3025

岡田造園土木 －2403無個

土１と１園１
三重県鈴鹿市算所５－１３－２６〒513-0806

岡田　明012367

TEL 059-378-3070

（株）九鬼 10,000 －2403有法

電１通１
三重県鈴鹿市国府町１０５２－１〒513-0836

九鬼　久雄012368

TEL 059-378-1712

（有）栄工業 3,000 －2403無法

土１管１
三重県鈴鹿市住吉３－４－２８〒513-0826

小原　栄一012369

TEL 059-374-2400

（有）コンドウ住設 5,000 －2403無法

建１ガ１具１
三重県鈴鹿市石薬師町２４９２〒513-0012

近藤　一也012370

TEL 059-382-4520

（有）羽野板金工業 3,000 －2403無法

屋１板１
三重県鈴鹿市南玉垣町６３０８－２〒513-0816

羽野　勝亮012371

TEL 059-386-8221

（有）タマイ 3,000 －2403無法

建１大１内１
三重県鈴鹿市東磯山３－１１－３２〒510-0257

玉井　利一012373

TEL 059-382-8941

ヤマコー（株） 10,000 －2403有法

土１建１と１鋼１
三重県鈴鹿市西条９－１４〒513-0809

山本　有恭012374
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TEL 0595-82-0129

（株）亀山鑿泉工業 8,000 －2403無法

電１管１機１井１
三重県亀山市布気町１４７－１〒519-0166

仲野　常012376

TEL 059-387-6062

山下建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市中旭が丘４－６－６〒510-0212

山下　五六012379

TEL 059-383-2187

（有）矢田鉄工所 5,000 －2403無法

管１鋼１
三重県鈴鹿市池田町１１３３－６〒513-0032

矢田　輔哉012381

TEL 059-358-5511

（有）坂建設 5,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市肥田町２２２－２〒513-0819

服部　博明012383

TEL 0595-96-8135

（有）竹島産業 3,000 －2403無法

ガ１内１具１
三重県亀山市能褒野町５８－２４〒519-0212

竹島　孝一012384

TEL 05958-3-1855

（株）坂井電機 10,000 －2403有法

と１電１機１通１
三重県亀山市布気町８７４－２１〒519-0166

坂井　康秀012389

TEL 059-378-2373

（有）山商不動建設 3,000 －2403有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市阿古曽町２８－２４〒513-0828

山根　昌弘012390

TEL 059-370-6554

（有）長谷川建設 5,000 －2403無法

土１管１舗１
三重県鈴鹿市中富田町２８６－５〒513-0009

長谷川　進012391

TEL 059-370-7284

（有）坂口建設 20,000 －2403無法

土２と２石２鋼２舗２塗２解２
三重県鈴鹿市高塚町１４５１－３４３〒513-0011

坂口　文康012394

TEL 059-384-5335

（有）トウ環境企画 5,000 －2403無法

土１建１鋼１舗１園１解１
三重県鈴鹿市須賀２－１－５〒513-0034

藤田　満012396

TEL 059-386-6396

（有）坂本建設 5,000 －2403無法

土１建１と１鋼１舗１園１
三重県鈴鹿市寺家５－２１－２５〒510-0254

坂本　久典012401

TEL 059-382-7876

山本工業 －2403無個

と１
三重県鈴鹿市神戸５－４－１２〒513-0801

山本　正彰012408

TEL 059-386-1094

（有）江戸屋 3,000 －2403有法

管１
三重県鈴鹿市稲生２－５－１〒510-0205

坂　敬輔012410
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TEL 059-373-2121

（株）ハンエイ 40,000 －2403有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２機１園１水２解１
三重県鈴鹿市下大久保町北山崎９７１〒513-1123

久保田　繁吉012411

TEL 059-388-7118

（有）鳶田中工業 3,000 －2403無法

と１塗１
三重県鈴鹿市江島台１－１４－３０〒510-0231

田中　正人012413

TEL 059-386-8909

（有）ミヨシ住建 3,000 －2403無法

土１と１管１鋼１舗１水１
三重県鈴鹿市岸岡町３０９６－８〒510-0226

中瀬　三義012417

TEL 059-367-3535

（有）若林総建 5,000 －2403有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市国府町８２２６－３〒513-0836

若林　達也012420

TEL 059-380-5781

（株）笹山工業 5,000 －2403無法

土１と１管１舗１
三重県鈴鹿市白子町３２００－５〒510-0244

笹山　貴章012421

TEL 059-378-3815

（有）小林架設 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市平田本町２－７－３〒513-0848

小林　幹明012422

TEL 059-382-8299

（株）トータルプランニング 3,000 －2403無法

土１建１大１と１屋１電１管１タ１鋼１舗１塗１防１内１機１園１水１解１
三重県鈴鹿市神戸２－３－３４〒513-0801

田中　一也012423

TEL 059-387-3201

（有）ヤマテック 3,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市東磯山１－３１－８〒510-0257

山口　光一012425

TEL 059-382-5944

（有）山輝建設 3,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市桜島町５－５－１１〒513-0817

山下　輝行012429

TEL 059-367-2077

（株）晃栄工業 2,000 －2403無法

建１鋼１
三重県鈴鹿市国府町１１２６－１〒513-0836

今村　平012430

TEL 059-370-2905

（株）アサヒテック 10,000 －2403無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市住吉３－５－５〒513-0826

尾崎　雅之012433

TEL 059-386-6700

（株）土性電気設備 3,000 －2403無法

電１管１
三重県鈴鹿市東磯山１－３８－１〒510-0257

土性　昭彦012434

TEL 059-383-8583

（有）ナカジマ設備 3,000 －2403無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市池田町１０１３〒513-0032

中島　博幸012435
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TEL 059-367-1011

（有）タケウチインテリア 5,000 －2403無法

土１建１と１塗１内１具１
三重県鈴鹿市庄野町１４－８〒513-0831

竹内　勝司012436

TEL 059-378-3108

南条建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市高塚町１１１５－１〒513-0011

南条　尚良012438

TEL 059-388-0678

（株）豊穰 40,000 －2403無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県鈴鹿市江島町８０４〒510-0237

片岡　真里012442

TEL 059-382-8338

（有）古川工業 5,000 －2403無法

土１建１と１管１鋼１機１
三重県鈴鹿市池田町１１２９－１〒513-0032

古川　政美012451

TEL 0595-82-8660

大橋建設（株） 20,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県亀山市御幸町２９８－７〒519-0155

大橋　尚貴012455

TEL 059-374-5017

（有）小川板金工業 5,000 －2403無法

土１建１大１屋１板１内１
三重県鈴鹿市石薬師町３１５４－３〒513-0012

小川　義秋012459

TEL 059-368-0100

ブラウン開発（株） 10,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市中旭が丘３－１１－３９〒510-0212

東口　大介012460

TEL 059-378-1476

大康建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市加佐登１－５－１３〒513-0004

山田　卓司012462

TEL 0595-82-0515

小森組 －2403無個

土１と１舗１
三重県亀山市布気町５１２－２５〒519-0166

山本　鉄也012463

TEL 059-374-4881

（有）大棟建築 3,000 －2403無法

建１大１
三重県鈴鹿市下大久保町１７０９－１〒513-1123

谷口　眞弓012465

TEL 059-388-5660

小林ＤＡＩＫＵ －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市岸岡町３３３５－２〒510-0226

小林　芳樹012467

TEL 059-388-3788

中村屋 －2403無個

鋼１
三重県鈴鹿市東旭が丘１－８－２１〒510-0211

中村　保012468

TEL 059-328-8222

三立興業 －2402無個

土１舗１
三重県四日市市六名町９７８－１〒512-1116

宇坂　知樹012470
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TEL 059-382-8068

（有）信美 3,000 －2403無法

電１消１
三重県鈴鹿市南玉垣町６２１１－５〒513-0816

西岡　信治012472

TEL 059-369-3222

（株）鈴鹿 50,000 －2403無法

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２通１園２具２水２消１解２
三重県鈴鹿市高岡町６５４－１〒513-0014

瀬古　恭裕012477

TEL 059-386-9788

森下組 －2403無個

大１
三重県鈴鹿市江島町３７３－２〒510-0237

森下　修次012480

TEL 059-383-1230

（有）ミナミ電機工事 20,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市須賀１－１４－２６〒513-0034

南　直樹012481

TEL 059-387-1214

（株）光和マシナリーサービス 10,000 －2403無法

と１管１鋼１機１
三重県鈴鹿市東江島町４－１３〒510-0233

別所　正二012487

TEL 059-378-0344

（株）飯田鉄工 20,000 －2403無法

建１鋼１機１
三重県鈴鹿市大池３－８－１５〒513-0827

飯田　隆典012488

TEL 05958-2-9025

古田建材（有） 8,000 －2403有法

土１と１舗１水１
三重県亀山市栄町１４８７－２３〒519-0111

古田　昌則012491

TEL 059-358-3447

（株）松田電機設備 1,000 －2403有法

電１
三重県鈴鹿市南玉垣町７１７８〒513-0816

松田　正012492

TEL 059-381-2027

（有）グローバルホーム三重 3,000 －2403無法

建１大１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市桜島町６－９－１８〒513-0817

玉野　正明012493

TEL 059-378-1785

（株）打田組 5,000 －2403無法

土１と１石１舗１水１解１
三重県鈴鹿市国府町２４４５－１〒513-0836

打田　弘也012497

TEL 059-378-2432

市川建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市三畑町５０７３〒519-0322

市川　琢也012499

TEL 059-385-2866

太田建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市中箕田１－２３－８〒513-0054

太田　岩夫012500

TEL 05958-2-3076

池田建築 －2403無個

建１
三重県亀山市安知本町１９３－８〒519-0143

池田　文郎012502
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TEL 059-383-0583

（有）光計装 3,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市安塚町１３７７－５０〒513-0818

松尾　健治012504

TEL 059-382-1006

伊藤建材 －2403有個

土１建１
三重県鈴鹿市上箕田１－１０－１３〒513-0056

伊藤　敏大012506

TEL 059-374-3266

（株）脇田組 3,000 －2403無法

と１鋼１
三重県鈴鹿市石薬師町２４５８－３９９〒513-0012

脇田　隆行012507

TEL 059-383-6964

山際組 －2403無個

と１
三重県鈴鹿市安塚町宮塚１７３４〒513-0818

山際　正典012512

TEL 05958-2-6609

中西工務店（有） 5,000 －2403有法

土１と１石１舗１園１水１
三重県亀山市川合町１１９２－３〒519-0103

中西　文夫012515

TEL 059-374-0861

（有）大岩建材興業 3,000 －2403有法

土１
三重県鈴鹿市下大久保町東山２２５９－１〒513-1123

大岩　忠義012517

TEL 059-378-3634

平田建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市平田２－４－５〒513-0844

平田　克利012518

TEL 059-385-4893

池田電機工業 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市北長太町３０２－８〒513-0049

池田　太平012520

TEL 059-385-6125

ハセガワ建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市長太栄町２－５－１５〒513-0043

長谷川　貴紀012521

TEL 0595-85-1176

馬路基礎工業 －2403無個

土１と１石１舗１水１
三重県亀山市安坂山町１６２８〒519-0223

馬路　正美012523

TEL 059-385-7508

（有）東洋ビルド 3,000 －2403無法

建１鋼１
三重県鈴鹿市下箕田４－１８－２０〒513-0052

宮﨑　浩二012533

TEL 059-383-0919

エム・ケー開発（株） 42,000 －2403有法

土２大１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県鈴鹿市西条６－３９〒513-0809

松澤　信義012534

TEL 059-378-3023

別所板金（株） 5,000 －2403無法

屋１管１板１防１
三重県鈴鹿市道伯３－６－２〒513-0823

別所　周012537
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TEL 059-388-5566

（株）オーテック建設 10,000 －2403無法

土１と１舗１水１
三重県鈴鹿市稲生町５５６３〒510-0201

音羽　雄幸012538

TEL 059-372-3057

正井解建（有） 5,000 －2403無法

と１解１
三重県鈴鹿市徳田町９１－７〒510-0251

正井　広司012548

TEL 059-373-1570

オノケンエコシス（株） 60,000 －2403有法

土２と２石２電１鋼２舗２し２塗２具１水２解２
三重県鈴鹿市石薬師町字蟹起２９０６－６〒513-0012

遠山　知宏012550

TEL 059-383-2811

（有）ワタナベインテリア 3,000 －2403無法

内１
三重県鈴鹿市道伯町２３２９－３６〒513-0824

渡部　紳平012551

TEL 059-385-1032

中濵建築 －2403無個

建１大１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市若松東２－１２－２８〒510-0225

中濵　棟隆012553

TEL 059-382-2675

（有）ワイエヌケーホーム 5,000 －2403無法

土１建１大１左１と１管１舗１塗１防１内１
三重県鈴鹿市柳町１６４２－３〒513-0811

吉田　浩之012556

TEL 059-386-0797

稲杉組 －2403無個

土１と１石１舗１水１
三重県鈴鹿市稲生塩屋３－１８－９〒510-0207

杉崎　芳昭012559

TEL 05958-3-0508

今枝寺社建築 －2403無個

建１
三重県亀山市布気町９６９－１〒519-0166

今枝　敏男012561

TEL 059-371-8131

（有）イコマテクノ 5,000 －2403無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１
三重県鈴鹿市東庄内町４１４５－２〒519-0272

生駒　孝三012566

TEL 059-380-6115

（株）ＫＥＮＳＯ 10,000 －2403無法

建１大１内１
三重県鈴鹿市東旭が丘４－１－１１〒510-0211

山野　正幸012567

TEL 0595-83-0553

（有）ヒロテック工業 5,000 －2403無法

土１建１と１鋼１舗１水１
三重県亀山市阿野田町１０９５－９４〒519-0137

阪本　宏和012569

TEL 059-378-7287

（株）エスケー技建 10,000 －2403無法

土１建１と１管１鋼１舗１塗１機１解１
三重県鈴鹿市庄野町４－３１〒513-0831

白上　恵一012572

TEL 05958-5-0503

大成工業 －2403無個

土１
三重県亀山市安坂山町２２３３－２〒519-0223

早川　博繁012573
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TEL 0595-85-3939

（有）三央 8,000 －2403無法

土１管１
三重県亀山市能褒野町５１－６３〒519-0212

二宮　佳子012574

TEL 059-383-0827

（有）マツバ電気 3,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市西条３－２４－１〒513-0809

松葉　洋充012575

TEL 059-383-5820

ウラタフロアクリーニング －2403無個

内１
三重県鈴鹿市岸岡町１２００－９７〒510-0226

浦田　博幸012577

TEL 059-388-1999

建築業カミムラ －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市南若松町５４０－１２〒510-0227

上村　幹也012578

TEL 059-385-0312

（有）みやざき建築工房 10,000 －2403有法

建１大１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市下箕田１－３－１０〒513-0052

宮崎　武美012579

TEL 0595-96-8987

丸盛（有） 5,000 －2403有法

と１
三重県亀山市関町小野１９２－３〒519-1108

稲嶺　盛治012581

TEL 059-357-1096

シンコー（株） 10,000 －2402有法

電１管１
三重県四日市市新正４－１５－２〒510-0064

伊藤　隆滋012582

TEL 059-381-1573

（株）ハマムラ工業 5,000 －2403有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１板１水１
三重県鈴鹿市南玉垣町６５１３－１〒513-0816

濵村　弘012583

TEL 059-378-1011

カジ建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市庄野町１８－２５〒513-0831

梶　偉012592

TEL 059-388-6800

（株）サンシステム 10,000 －2403無法

建１電１通１
三重県鈴鹿市磯山１－２０－５３〒510-0256

三舩　正美012593

TEL 0595-43-9155

東名ロードメンテナンス（株） 3,000 －2409無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
三重県伊賀市円徳院３２９－１〒518-1314

玉城　正美012596

TEL 059-378-0192

（株）島テック 3,000 －2403有法

土１建１電１管１
三重県鈴鹿市加佐登１－１５－１２〒513-0004

藤島　龍郎012598

TEL 059-387-1516

（有）田中ウエルテク 5,000 －2403無法

建１鋼１
三重県鈴鹿市白子３－９－３６〒510-0243

田中　隆一012600



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

243頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-387-6477

濱口建築 －2403無個

建１大１屋１内１
三重県鈴鹿市中旭が丘３－１－２７－３〒510-0212

濱口　達哉012602

TEL 05958-3-2405

藤田設備工業 －2403無個

建１電１管１
三重県亀山市みずほ台１４－２２３〒519-0105

藤田　俊幸012603

TEL 059-374-1985

（有）三昂 5,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１水１
三重県鈴鹿市岸田町１５３９－４８〒513-1121

澤田　康生012604

TEL 059-372-2056

（株）菅原組 7,000 －2403無法

大１
三重県鈴鹿市郡山町２０４４－４〒510-0263

菅原　要二012605

TEL 059-374-4996

（有）杉野建設 5,000 －2403無法

土１と１舗１園１解１
三重県鈴鹿市下大久保町２４５８－２〒513-1123

杉野　隆二012608

TEL 059-386-8282

鐘ケ江工業 －2403無個

と１解１
三重県鈴鹿市寺家６－４－１９〒510-0254

鐘ケ江　善通012609

TEL 059-387-1375

（有）桂考房 3,000 －2403無法

板１内１
三重県鈴鹿市南江島町１３－７〒510-0235

桂山　茂012610

TEL 059-373-1521

（株）ケイズ設備 10,000 －2403無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１水１
三重県鈴鹿市国分町１６７－８〒513-0013

川崎　俊哉012611

TEL 059-358-6680

磯山電気 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市岸岡町２９５９－６〒510-0226

中西　誠012614

TEL 059-385-2145

（有）北海工事 3,000 －2403無法

管１鋼１
三重県鈴鹿市長太新町３－１６－２〒513-0041

服部　英樹012616

TEL 059-379-4622

宮﨑組 －2403無個

大１
三重県鈴鹿市住吉１－２７－１３〒513-0826

宮﨑　達也012618

TEL 059-372-2193

（株）伴建材 3,000 －2403有法

土１と１舗１水１解１
三重県鈴鹿市越知町１０４９－１３〒510-0262

伴　佳憲012619

TEL 059-387-6120

鈴木造園工業 －2403無個

建１と１園１
三重県鈴鹿市稲生西１－１－３５〒510-0204

鈴木　義幸012620
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TEL 059-371-3432

（株）サクライ 10,000 －2403無法

建１大１と１屋１管１タ１板１内１
三重県鈴鹿市長澤町１５４３－２〒519-0314

櫻井　永司012621

TEL 059-383-2311

嶋野建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市北玉垣町８９４〒513-0813

嶋野　満012624

TEL 059-245-5035

（有）スズカリフオームセンター 7,000 －2404有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県津市河芸町西千里１６５７－２〒510-0301

林　尚秀012628

TEL 05958-2-1738

（有）豊田衛生 20,000 －2403有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２機１園１水２
三重県亀山市阿野田町１８７０〒519-0137

豊田　和人012630

TEL 059-387-3877

古田工業 －2403無個

と１
三重県鈴鹿市南若松町５９７－４〒510-0227

古田　敬嗣012632

TEL 059-382-6635

（有）梶谷建築 3,000 －2403無法

建１大１
三重県鈴鹿市三日市１－１５－１３〒513-0807

梶谷　昌道012635

TEL 059-374-0492

（有）田中熱研 3,000 －2403無法

と１管１機１
三重県鈴鹿市下大久保町８０７〒513-1123

田中　雅也012636

TEL 059-382-3660

池内工業（株） 10,000 －2403有法

管１機１
三重県鈴鹿市南玉垣町６３０３〒513-0816

池内　章雄012637

TEL 059-374-0885

大誠住建 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市深溝町３１４４－１７〒519-0321

今井　誠012638

TEL 059-374-2317

マイヅル建設 －2403無個

と１解１
三重県鈴鹿市深溝町６５－１〒519-0321

酒井　道悦012639

TEL 059-371-0676

小澤技建 －2403無個

土１大１と１舗１
三重県鈴鹿市追分町２２９４－２４〒519-0313

小澤　章利012642

TEL 059-386-3778

テラダ建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市岸岡町１８５８－７〒510-0226

寺田　伊佐夫012643

TEL 059-383-6366

（有）興輝建設 3,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市三日市２－１４－２１〒513-0807

鎌田　明久012645
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TEL 059-382-6753

（有）小林住研 3,000 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市池田町１０６４－３〒513-0032

小林　保夫012646

TEL 059-385-1139

永田ミニポンプ（有） 3,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市長太旭町１－３－４２フォーレス永田１０１号室〒513-0042

永田　卓也012652

TEL 0595-84-3576

（有）堤住機プラントサービス 5,000 －2403無法

土１建１電１管１機１水１
三重県亀山市三寺町１７７５－２〒519-0135

堤　弥012653

TEL 059-367-2555

（有）ビルテック・ユー 3,000 －2403無法

土１建１
三重県鈴鹿市道伯１－７－１〒513-0823

北　　光生012655

TEL 059-385-4001

（有）西田興業 3,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市北長太町９８２－３〒513-0049

西田　正人012660

TEL 059-373-4127

（有）太宏建設 5,000 －2403無法

土１
三重県鈴鹿市算所４－１－１９〒513-0806

松野　智012662

TEL 059-374-3888

（株）大樹 10,000 －2403有法

土１建１
三重県鈴鹿市石薬師町１５１１－１〒513-0012

清水　健司012664

TEL 059-370-5336

阪田左官店 －2403無個

土１左１
三重県鈴鹿市算所町１２４８〒513-0805

阪田　雅規012665

TEL 059-381-1777

（有）アプリ 3,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市東玉垣町２８２３－３〒513-0814

小林　真由美012668

TEL 0595-96-2631

（有）大森設備工業 3,000 －2403無法

土１と１管１舗１
三重県亀山市関町会下１０６４－２〒519-1106

大森　豊012669

TEL 059-384-0881

（有）住まい工房 3,000 －2403無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県鈴鹿市神戸８－３３－１４〒513-0801

中北　洋012673

TEL 059-382-0180

（有）ライフシステム 5,000 －2403無法

土１管１解１
三重県鈴鹿市東玉垣町１３１４〒513-0814

岩間　哲也012674

TEL 05959-8-0373

（有）北嶋建設 5,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県亀山市加太市場１２０６－１〒519-1122

北嶋　勤012675
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TEL 059-374-4637

（有）オオシマ 3,000 －2403無法

と１解１
三重県鈴鹿市上田町２４３－６〒513-0018

大島　貴洋012676

TEL 059-388-4777

（有）裕輝工業 3,000 －2403無法

機１
三重県鈴鹿市稲生塩屋１－１３－１４〒510-0207

矢田　和美012678

TEL 059-373-6711

（有）鈴鹿テクノ 3,000 －2403有法

電１
三重県鈴鹿市住吉２－１－１１〒513-0826

森　大樹012680

TEL 059-370-5510

寺前エンジニアリング（株） 5,000 －2403無法

鋼１
三重県鈴鹿市国府町２６６－３〒513-0836

寺前　裕光012681

TEL 059-381-5650

（有）エスピイエス 3,000 －2403無法

管１機１
三重県鈴鹿市飯野寺家町１５８－１〒513-0802

星山　龍学012684

TEL 0595-82-0611

（株）村山ガス 10,000 －2403有法

管１
三重県亀山市太岡寺町７５〒519-0168

村山　竹則012687

TEL 059-371-0428

村田建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市長沢町１３２９－２〒519-0314

村田　保輝012688

TEL 059-386-4144

ｌａｕｇｈ　ｈｏｕｓｅ鎌田建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市江島本町１８－１３〒510-0234

鎌田　真也012689

TEL 059-384-3200

（有）太田工業 25,000 －2403無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県鈴鹿市西条１－２１－２１〒513-0809

太田　和志012691

TEL 059-381-5454

（株）パワーホーム大建 10,000 －2403無法

建１大１内１
三重県鈴鹿市須賀２－４－６〒513-0034

島　充志012693

TEL 059-386-2772

（株）伊坂屋 30,000 －2403有法

土１建１
三重県鈴鹿市江島本町３９－８〒510-0234

中村　貞之012694

TEL 05958-3-2745

並木建設 －2403無個

土１大１と１
三重県亀山市和田町８４９－５〒519-0102

並木　要二012696

TEL 059-371-0623

（有）鈴建 3,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市追分町２１３－３〒519-0313

田中　励一郎012699
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TEL 080-1586-0625

梅林建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市西玉垣町１４９０－５〒513-0815

梅林　重俊012701

TEL 0595-85-0198

三浦建築 －2403無個

土１建１
三重県亀山市川崎町４９３７－１〒519-0211

三浦　貞徳012703

TEL 059-372-1257

（株）天名鉄工設備 3,000 －2403無法

土１建１鋼１
三重県鈴鹿市御薗町４６７０－２〒510-0261

加藤　博幸012705

TEL 0595-82-6788

エスケー設備（株） 10,000 －2403無法

電１
三重県亀山市田村町１９５－１〒519-0213

山尾　泰章012708

TEL 059-380-1088

サンテック －2403無個

屋１板１内１
三重県鈴鹿市稲生塩屋１－１８－１３〒510-0207

大井　康生012710

TEL 059-368-1882

（株）カノン電気 5,000 －2403無法

電１消１
三重県鈴鹿市野町中２－１７－５〒510-0216

村田　昌弘012712

TEL 059-384-4028

（有）サン・テクト 3,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県鈴鹿市三日市町１７７２－１〒513-0803

山本　幸範012714

TEL 059-373-7553

ケイ・サポート（株） 3,000 －2403無法

機１
三重県鈴鹿市稲生町８８３０－７〒510-0201

笠井　聖文012717

TEL 059-371-1955

成巳設備工業（株） 10,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市長澤町２０９７－３〒519-0314

坂崎　善一012719

TEL 059-384-8066

（有）新西工業 3,000 －2403無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県鈴鹿市西条３－１－１１〒513-0809

西村　幸二012723

TEL 059-383-8038

（株）サクマ工業 20,000 －2403無法

土２と２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県鈴鹿市柳町１６７８〒513-0811

佐久間　潔012724

TEL 090-7914-0230

大伴建築 －2403無個

建１
三重県亀山市川崎町４６６８－９〒519-0211

中島　巨樹012727

TEL 059-374-2852

岡建 －2403無個

土１と１
三重県鈴鹿市深溝町３９８７〒519-0321

岡　和俊012733
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TEL 059-385-7605

辻板金工業 －2403無個

絶１
三重県鈴鹿市長太栄町５－１－１４〒513-0043

辻　寛明012735

TEL 059-374-1712

田中建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市木田町８４３〒513-0015

田中　啓裕012742

TEL 059-388-8251

（有）山創ＡＣＴ 3,000 －2403無法

建１大１と１鋼１内１
三重県鈴鹿市南若松町４３０－１〒510-0227

山下　章012743

TEL 059-380-6260

（有）三重ホーム 3,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市磯山４－３－１３〒510-0256

志村　哲郁012745

TEL 059-381-3888

（株）プロヴァンス・ハウシーズ 10,000 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市西条４－１０４〒513-0809

瀬川　新平012746

TEL 059-382-4745

（有）伊阪土建 3,000 －2403無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１塗１内１水１
三重県鈴鹿市池田町１１８７〒513-0032

伊阪　昌治012747

TEL 059-388-0801

（有）チュウブ 3,500 －2403有法

土１と１屋１鋼１舗１塗１防１内１水１
三重県鈴鹿市磯山１－１５－２１〒510-0256

伊達　真純012748

TEL 059-386-1767

喜田建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市白子２－１７－２２〒510-0243

喜田　健二012752

TEL 059-395-0533

アサヒ防災（有） 3,000 －2403無法

消１
三重県鈴鹿市長太旭町６－５－２〒513-0042

長谷川　章012754

TEL 059-399-7181

（有）和建 5,000 －2403無法

建１と１
三重県鈴鹿市小田町９６２－１３〒513-0007

真弓　和則012756

TEL 059-372-8381

イイバ鉄工 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市三宅町３９４２－２〒510-0265

飯場　裕二012758

TEL 059-388-1504

ヨシザワ塗装 －2403無個

塗１
三重県鈴鹿市桜島町３－１２－４〒513-0817

吉澤　光一012761

TEL 059-385-5462

みつるグループ －2403無個

と１
三重県鈴鹿市南長太町２４８１〒513-0048

宝満　修012762
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TEL 059-387-8714

（有）タツジ 3,000 －2403無法

塗１防１
三重県鈴鹿市稲生西３－１１－２５〒510-0204

田中　辰児012764

TEL 059-367-2045

ジンテック（株） 10,000 －2403無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１解１
三重県鈴鹿市岡田２－１０－１２〒513-0027

神埜　祐兵012765

TEL 059-385-1633

鎌田工業 －2403無個

と１
三重県鈴鹿市若松北３－１０－９〒510-0223

鎌田　雅智012767

TEL 059-387-7405

エムケイエス －2403無個

電１通１
三重県鈴鹿市寺家１－２８－７〒510-0254

松本　すみと012768

TEL 059-378-8190

（株）テクトス 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市住吉１－８－２１〒513-0826

眞弓　隆昌012771

TEL 0595-98-0010

鈴鹿森林組合 48,538 －2403有法

土１と１園１
三重県亀山市加太板屋４６２２－１〒519-1129

中川　賢一012773

TEL 059-382-3271

快晴興業（有） 3,000 －2403有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市柳町１４４７〒513-0811

大谷　泰史012774

TEL 059-378-6546

上田建設 －2403無個

土１と１
三重県鈴鹿市岡田２－１４－９〒513-0027

西川　佳杙012775

TEL 059-374-4331

サンライズ －2403無個

土１建１管１水１
三重県鈴鹿市下大久保町１８２０－２〒513-1123

吉富　直也012779

TEL 059-386-4685

若山住建 －2403有個

土１建１
三重県鈴鹿市中江島町１１－２２〒510-0236

若山　正巳012782

TEL 059-245-3798

（有）もぐら 10,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県津市河芸町北黒田４５－１〒510-0317

伊藤　幸子012783

TEL 059-383-8041

エムツー・サイン（有） 3,000 －2403無法

鋼１
三重県鈴鹿市安塚町１３５０－２６３〒513-0818

松田　光012784

TEL 0595-82-1784

ヤブモト建設鉄工所 －2403無個

建１鋼１
三重県亀山市布気町８５０－１１〒519-0166

薮本　光春012785
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TEL 059-386-5155

大浦電設 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市白子町１９４８〒510-0244

大浦　正裕012787

TEL 059-348-5630

（株）金光管工業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市六呂見９６４－１〒510-0881

金光　富義012790

TEL 059-370-5148

猿井電気工事 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市国府町４４８３－２〒513-0836

猿井　恒明012791

TEL 059-371-0178

フロンティア開発 －2403有個

建１
三重県鈴鹿市東庄内町３８７９－５〒519-0272

宮﨑　生012792

TEL 059-372-2533

ワキタ塗装 －2403無個

塗１
三重県鈴鹿市郡山町２０３５－１〒510-0263

脇田　徹也012793

TEL 059-388-1332

（株）ニックス 10,000 －2403無法

と１機１解１
三重県鈴鹿市白子３－１８－２５〒510-0243

新田　浩己012796

TEL 059-381-3051

（株）サンワ 10,000 －2403有法

建１と１電１
三重県鈴鹿市安塚町６７５－１１〒513-0818

三谷　健二012799

TEL 059-379-2857

成和工業 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市住吉１－２３－７〒513-0826

小林　邦夫012803

TEL 059-383-1731

三重液化ガス（株） 20,000 －2403有法

管１
三重県鈴鹿市安塚町１３５０〒513-0818

松井　浩行012805

TEL 059-384-6844

前田建築 －2403無個

建１大１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市甲斐町２６１－１〒513-0021

前田　英紀012806

TEL 059-374-5179

（株）栄建 1,000 －2403無法

土１
三重県鈴鹿市自由ヶ丘４－１７－１２〒513-1124

磯部　保子012807

TEL 059-368-2107

中部電設（有） 3,000 －2403無法

電１通１
三重県鈴鹿市中瀬古町５５８－１〒510-0259

辻　研二012808

TEL 059-378-9249

（有）伸晃建設 5,000 －2403無法

建１タ１内１
三重県鈴鹿市大池３－５－１８〒513-0827

世古　安代012809
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TEL 059-344-2425

つかさ工業（株） 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市下箕田４－４－２〒513-0052

伊藤　憲司012810

TEL 059-375-7558

（有）トヨダ 5,000 －2403無法

と１鋼１
三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ５－３５〒510-0208

豊田　彰012811

TEL 059-381-3210

シフト（株） 3,000 －2403有法

土１建１と１舗１塗１
三重県鈴鹿市南玉垣町６５０７－２〒513-0816

木村　啓八郎012812

TEL 0595-83-2125

ユタカ造園 －2403無個

土１園１
三重県亀山市阿野田町１３４４〒519-0137

豊田　幸暁012813

TEL 059-381-2077

（有）空和エンジニア 3,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市一ノ宮町１３３７－３〒513-0031

後藤　建治012815

TEL 059-374-3370

（株）庭康 3,000 －2403無法

園１
三重県鈴鹿市上田町１３５３－２２〒513-0018

市川　康弘012816

TEL 059-386-0259

（有）洋久屋燃設 5,000 －2403有法

管１
三重県鈴鹿市江島本町５－２６〒510-0234

倉田　明大012817

TEL 0595-85-0519

（株）ナリッシュ 10,000 －2403有法

電１
三重県亀山市辺法寺町２３１〒519-0221

小野　光012819

TEL 059-386-0425

横山建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市江島本町３７－７〒510-0234

横山　卓己012820

TEL 059-368-0210

三友電気工事（株） 3,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市南江島町２１－５〒510-0235

帰山　紀雄012822

TEL 059-372-0553

分部木材（有） 4,000 －2403有法

建１大１
三重県鈴鹿市三宅町２１３２－１〒510-0265

分部　聖士012824

TEL 059-382-5748

（株）白木機工 10,000 －2403無法

と１管１機１
三重県鈴鹿市一ノ宮町１５７４－１〒513-0031

白木　俊治012825

TEL 059-368-1119

今直組 －2403無個

大１と１
三重県鈴鹿市岸岡町２６２６－２４〒510-0226

今村　直樹012826
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TEL 059-368-0408

牛山計装 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市磯山３－１０－１６〒510-0256

牛山　千牧012827

TEL 059-374-4702

（有）中博工業 3,000 －2403無法

と１鋼１機１
三重県鈴鹿市石薬師町４５２－２５〒513-0012

田中　正博012829

TEL 059-381-5665

樋口電設（株） 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市高岡台１－１８－１〒513-0019

樋口　直也012830

TEL 059-395-6033

（株）ケンショウ 10,000 －2403有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県鈴鹿市野村町１２４－１〒510-0203

舘　悠也012831

TEL 059-387-9022

（株）木村建築 5,000 －2403無法

建１大１
三重県鈴鹿市江島町５６９－１〒510-0237

木村　光宏012832

TEL 059-378-1181

（株）日本陸送 90,000 －2403有法

と２機２
三重県鈴鹿市国府町字石丸７７５５〒513-0836

重盛　真治012833

TEL 059-387-3843

（株）ＵＥＴＡＫＡ 2,000 －2403無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市野町西３－１３－３〒510-0218

植髙　信彦012834

TEL 059-374-2387

広田建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市河田町１１９０－１〒513-0023

廣田　満輝012835

TEL 059-382-5519

柴建設 －2403無個

と１塗１
三重県鈴鹿市十宮３－３０－１２　田中アパート２号〒513-0037

柴原　惠奈012836

TEL 0595-82-4482

ジュンインテリアワークス －2403無個

内１
三重県亀山市阿野田町１０９５－８４〒519-0137

平子　純012837

TEL 059-372-8080

（株）エヌ・エス 20,000 －2403有法

建１と１塗１
三重県鈴鹿市御薗町４５４４〒510-0261

野間　清治012839

TEL 059-386-1987

（有）希神電設 3,000 －2403無法

電１通１消１
三重県鈴鹿市野村町起５５６－１〒510-0203

樋口　佳希012840

TEL 059-378-0683

坂建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市西冨田町６３０〒513-0008

坂　勝治012841
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TEL 059-374-5305

ハーツテック －2403無個

土１建１と１石１電１管１鋼１舗１し１塗１園１水１
三重県鈴鹿市上野町９５８－１〒513-0017

中野　光敏012843

TEL 059-388-4321

福元建工 －2403無個

と１解１
三重県鈴鹿市寺家町１１５１－１〒510-0253

福元　芳彦012845

TEL 059-378-9934

ダイコー建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市平野町７７２２－１８〒513-0835

北原　哲也012847

TEL 059-381-4373

（株）中西工業 5,000 －2403無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１消１解１
三重県鈴鹿市一ノ宮町１７０２－４〒513-0031

中西　久雄012850

TEL 059-388-9723

馬路組 －2403無個

土１と１管１舗１
三重県鈴鹿市東旭が丘３－２０－７〒510-0211

馬路　敏明012854

TEL 059-379-4579

いちかわ建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市三畑町８４－７〒519-0322

市川　博之012856

TEL 059-385-2570

中村建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市若松中１－２３－３〒510-0224

中村　春彦012857

TEL 059-385-1910

（株）鴻池工業 5,000 －2403無法

管１鋼１機１
三重県鈴鹿市若松東１－１２－２６〒510-0225

鴻池　芳治012859

TEL 059-349-4570

佐々工業（株） 5,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市高岡台４－９－２１〒513-0019

佐々　泰規012860

TEL 059-385-0568

栗田建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市若松中１－２３－１６〒510-0224

栗田　博純012861

TEL 059-384-4656

三重型枠工業 －2403無個

大１
三重県鈴鹿市北玉垣町１８７８－１１〒513-0813

竹下　宏012862

TEL 059-372-0814

小菅建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市徳居町２０５５〒510-0264

小菅　治久012863

TEL 059-388-4288

林鉄筋 －2403無個

筋１
三重県鈴鹿市稲生塩屋３－７－１４〒510-0207

林　伸一012864
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TEL 059-374-3153

丸忠農園 －2403有個

園１
三重県鈴鹿市石薬師町２４５６－１０５〒513-0012

野田　忠広012865

TEL 059-382-1870

ソーラーガード（株） 10,000 －2403有法

ガ１内１
三重県鈴鹿市南玉垣町７１１３〒513-0816

加藤　秀人012866

TEL 059-387-7107

（株）デューコム 3,000 －2403無法

電１通１
三重県鈴鹿市中江島町５－１７〒510-0236

小八重　雅規012868

TEL 059-385-0710

落合建具店 －2403無個

具１
三重県鈴鹿市南堀江２－１５－３１〒513-0046

落合　寛昭012869

TEL 059-358-5795

（株）ノース・テック 5,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市桜島町２－７－３〒513-0817

杉本　則彦012870

TEL 059-371-6060

（株）中央産機 10,000 －2403有法

土１と１舗１園１
三重県鈴鹿市伊船町字乙東野２９４８－３７〒519-0323

佐野　太012872

TEL 0595-83-5811

櫻井住建（株） 6,000 －2403無法

建１大１
三重県亀山市亀田町４００－６０〒519-0163

櫻井　誠012873

TEL 059-389-5474

ホームデザインキャスリー（株） 10,000 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市西条４－８０〒513-0809

中野　悦孝012874

TEL 0595-82-0283

米川建築 －2403無個

建１大１屋１内１
三重県亀山市江ヶ室２－４－６〒519-0121

米川　晃司012875

TEL 0595-85-1036

快成建築 －2403無個

建１
三重県亀山市能褒野町２２－１２〒519-0212

櫻井　快融012878

TEL 059-389-6259

金代（有） 3,000 －2403有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県鈴鹿市津賀町４７２－６〒513-0002

金　判燮012879

TEL 0595-82-3549

竹森工務店 －2403無個

土１建１
三重県亀山市天神２－２１－１５〒519-0142

竹森　廣志012880

TEL 059-369-0693

（有）加藤住建 3,000 －2403無法

土１
三重県鈴鹿市西条２－１９－８〒513-0809

加藤　深志012881



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

255頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0595-82-7861

木﨑電気 －2403無個

電１
三重県亀山市和田町１２３６－１０６〒519-0102

木﨑　章012883

TEL 059-389-5550

（株）ペイントシステム 3,000 －2403無法

塗１
三重県鈴鹿市道伯町２１７５－１２〒513-0823

肥田　哲心012885

TEL 059-369-3711

エヌケイテック（株） 5,000 －2403無法

管１機１
三重県鈴鹿市池田町１１０３〒513-0032

西浦　義久012886

TEL 0959-96-0807

（株）亀山電設 6,000 －2403無法

土１電１
三重県亀山市関町新所１３９０－２〒519-1111

坂　隆012887

TEL 059-374-3597

西川建設（株） 5,000 －2403無法

土１建１大１と１屋１タ１鋼１舗１し１内１
三重県鈴鹿市石薬師町４５２－９９〒513-0012

西川　哲夫012890

TEL 059-370-0687

（有）仲本建設 5,000 －2403無法

土１大１と１
三重県鈴鹿市国府町４１７０〒513-0836

仲本　信明012891

TEL 0595-96-0199

朝日總業（株） 5,000 －2403無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県亀山市関町木崎２０１－２〒519-1107

佐野　一郎012893

TEL 059-370-5121

河村架設 －2403無個

と１
三重県鈴鹿市小田町１１０３－６８〒513-0007

河村　剛012895

TEL 059-373-7166

大久保建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ８－６〒510-0208

大久保　清人012896

TEL 0595-82-5122

宮﨑電気商会 －2403無個

電１
三重県亀山市太森町４４０－１〒519-0215

宮﨑　千明012897

TEL 059-387-9477

無限建設（株） 1,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市野町東２－５－５　イーストスクエア１０２〒510-0217

伊藤　潤012898

TEL 059-367-7424

（株）新英設備 4,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市江島本町３６－８〒510-0234

西村　英之012899

TEL 059-358-7516

亀井組 －2403無個

塗１
三重県鈴鹿市桜島町７－１６－１４〒513-0817

亀井　秋夫012901



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

256頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-383-5298

（有）丸昭清美社 3,000 －2403有法

機１
三重県鈴鹿市東玉垣町５００－２３６〒513-0814

中西　智紀012902

TEL 090-9193-0029

（株）コウノ 3,000 －2402無法

塗１防１
三重県四日市市楠町本郷１６６３－１〒510-0106

河野　達治012904

TEL 059-273-6638

総合左官業Ｈ・Ｌ・Ｗ －2404無個

左１
三重県津市神戸１３２２〒514-0824

本堂　健一012906

TEL 059-321-4851

（株）石田技建 8,000 －2403無法

土１左１と１タ１舗１
三重県鈴鹿市国分町４３０－１〒513-0013

石田　克弥012907

TEL 059-392-7879

（株）マルカン 5,000 －2403無法

土１と１管１舗１園１
三重県鈴鹿市高岡町８７５〒513-0014

林　寛之012911

TEL 059-379-5240

ＣＯＮ・ＥＱＵ －2403無個

土１管１
三重県鈴鹿市和泉町６０－１〒513-0006

野田　庫司012912

TEL 0595-85-2158

（株）乗峰電工 1,000 －2403無法

電１
三重県亀山市川崎町１５４７－４〒519-0211

乗峰　章一012913

TEL 059-386-1512

近藤家具 －2403無個

大１
三重県鈴鹿市北江島町４－２６〒510-0232

近藤　達哉012914

TEL 059-379-0963

田中板金工業 －2403無個

屋１板１
三重県鈴鹿市国府町７３３〒513-0836

田中　龍彦012915

TEL 059-379-1955

（有）正浩工業 5,000 －2403無法

機１
三重県鈴鹿市住吉２－１９－２８〒513-0826

長谷川　正一012916

TEL 059-384-7770

（株）井上工業 8,900 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市池田町１２０６〒513-0032

井上　仁012917

TEL 059-387-8448

（株）鈴昇 1,000 －2403有法

土１
三重県鈴鹿市江島町５４６－４〒510-0237

加藤　晋也012918

TEL 0595-85-1997

（株）ミヤサカ電機 10,000 －2403無法

電１
三重県亀山市川崎町２８４５〒519-0211

宮坂　智信012919



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

257頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-374-5039

雅園 －2403無個

と１園１
三重県鈴鹿市下大久保町１３３４－２〒513-1123

浅野　雅洋012920

TEL 059-345-4874

田中電気 －2403無個

電１管１
三重県鈴鹿市高岡台２－１１－５〒513-0019

田中　洋二012921

TEL 059-371-0533

辻建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市東庄内町３８１－４〒519-0272

辻　浩司012922

TEL 059-373-5556

（株）Ｅ・トラストハウジング 300 －2403無法

土１建１
三重県鈴鹿市下箕田１－４－８〒513-0052

浅野　泰義012923

TEL 059-367-7925

（株）建築企画シード 3,000 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市神戸本多町７７１〒513-0801

北折　久典012924

TEL 059-378-6960

安藤設備 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市八野町９２３－７〒513-0837

安藤　洋之012925

TEL 059-388-5552

（株）イワスイ 3,000 －2403無法

土１と１管１舗１水１
三重県鈴鹿市秋永町６２４〒510-0258

岩永　大悟012926

TEL 059-386-2178

佐藤土木 －2403無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県鈴鹿市石垣２－３－１５〒513-0855

佐藤　元紀012928

TEL 059-373-5337

ＫＣクラフト（株） 5,000 －2403無法

大１と１
三重県鈴鹿市若松西２－３０９０〒510-0222

長谷川　啓志012929

TEL 059-370-1595

（有）鈴鹿信和サービス 3,000 －2403無法

土１と１
三重県鈴鹿市広瀬町３０７６〒513-0001

千田　一成012931

TEL 059-385-0423

（有）アサノ 3,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市若松東３－１９－２９〒510-0225

淺野　哲也012932

TEL 0595-82-4336

山川架設 －2403無個

と１
三重県亀山市野村１－２１－５〒519-0165

山川　隆徳012934

TEL 059-367-7603

山央工業（株） 6,000 －2403無法

土１と１解１
三重県鈴鹿市磯山１－９－１３〒510-0256

山下　剛央012935



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

258頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-371-1557

（有）小川電気工業所 3,000 －2403無法

電１管１
三重県鈴鹿市長澤町１１７９－４〒519-0314

小川　香苗012936

TEL 059-386-7391

松永鉄工所 －2403無個

鋼１
三重県鈴鹿市秋永町６２１〒510-0258

松永　龍一012937

TEL 059-397-7181

（有）パイピング 4,000 －2402無法

管１
三重県四日市市楠町本郷１２６２－２３〒510-0106

岡田　正広012939

TEL 0595-85-1999

（株）宮坂工業 5,000 －2403無法

と１
三重県亀山市能褒野町４７－１〒519-0212

宮坂　友之012940

TEL 059-383-4787

スズカプラント（株） 10,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市野辺１－６－１８〒513-0024

長谷川　幸広012941

TEL 059-386-3192

樋口電気 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市稲生こがね園１２－７〒510-0206

樋口　高之012943

TEL 059-378-9010

（有）Ｓ・クラフト 3,000 －2403無法

土１大１
三重県鈴鹿市津賀町１３８－１〒513-0002

谷岡　卓司012944

TEL 059-324-5852

マルタニ －2403無個

内１
三重県鈴鹿市若松西５－１１－７〒510-0222

丸谷　清司012945

TEL 059-385-7232

水原工業 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市下箕田４－３１－２１〒513-0052

水原　大樹012946

TEL 059-378-9520

松井工業所 －2403無個

鋼１
三重県鈴鹿市平田本町２－１０－２８〒513-0848

松井　悟012947

TEL 059-383-0899

濱田電気工業（株） 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市池田町１０６８－２０〒513-0032

濱田　千月012948

TEL 059-385-3748

（有）丸浜建設 3,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市長太栄町１－７－１０〒513-0043

　口　雄司012949

TEL 059-371-6030

（有）つばき総合設備 3,000 －2403無法

管１機１
三重県鈴鹿市大久保町１８３５〒519-0311

伊藤　圭次郎012950



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

259頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0595-82-1617

（株）太田製作所 10,000 －2403無法

建１鋼１
三重県亀山市和田町８７６－６〒519-0102

太田　育雄012951

TEL 059-381-1788

（株）竹中設備 9,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市寺家町１０３４－３〒510-0253

竹中　省二012952

TEL 059-389-5472

（株）博奈組 3,330 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市国府町字市ヶ谷３３６６－４〒513-0836

打田　博之012954

TEL 059-383-5725

（株）シーエンシー 5,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県鈴鹿市林崎２－８２４－１〒513-0059

松野　新也012956

TEL 059-385-7633

インテリアＹＯＵ －2403無個

内１
三重県鈴鹿市下箕田２－８－７〒513-0052

杉本　裕紀012957

TEL 0595-96-8717

（株）タカハシ 6,000 －2403無法

と１
三重県亀山市椿世町２５６－１〒519-0104

髙橋　稔012958

TEL 059-384-7501

（有）創和住建 3,000 －2403有法

土１建１
三重県鈴鹿市西条３－２３－３〒513-0809

寺坂　文夫012959

TEL 0595-97-3589

（有）河商グループ 5,000 －2403無法

土１建１と１舗１解１
三重県亀山市栄町１４８８－２４０〒519-0111

河村　定雄012960

TEL 059-379-3254

石井鉄工所 －2403無個

建１鋼１
三重県鈴鹿市住吉町８３５９〒513-0825

石井　哲也012961

TEL 059-371-6899

（株）明晃電機 10,000 －2403無法

電１機１
三重県鈴鹿市伊船町１９３１－５〒519-0323

堀内　良寛012962

TEL 0595-96-3583

（株）インテリア早川 5,000 －2403無法

建１内１
三重県亀山市関町鷲山３２－１〒519-1105

早川　忠勝012963

TEL 059-386-1200

（株）八蔵 10,000 －2403無法

屋１
三重県鈴鹿市野町中３－１－１〒510-0216

杉野　修平012964

TEL 059-374-2955

三重工業所 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市自由ヶ丘１－１３－２７〒513-1124

眞弓　伸行012965



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-388-2301

（株）河金 10,000 －2403無法

屋１板１
三重県鈴鹿市秋永町３８３〒510-0258

河内　寿照012966

TEL 059-386-2121

（株）アイデザイン研究所 1,000 －2403無法

電１通１消１
三重県鈴鹿市岸岡町２８７７－１〒510-0226

磯村　直美012968

TEL 059-384-1808

（有）さくらホーム 3,000 －2403無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県鈴鹿市道伯町２３２９－３６〒513-0824

渡部　紳平012970

TEL 059-385-6949

（有）光電社 3,000 －2403無法

電１通１
三重県鈴鹿市長太栄町４－１４－３２〒513-0043

金森　義光012971

TEL 059-374-0895

（株）永戸電設 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市国分町１３５９－１〒513-0013

永戸　紀昭012972

TEL 0595-97-0865

（株）米津グリーンメンテ 5,000 －2403有法

土１と１園１
三重県亀山市関町古廐１１２－１〒519-1113

米津　正則012973

TEL 059-392-7667

（株）Ｙｕｕｋｉ　Ｊａｐａｎ 52,000 －2403有法

大１左１と１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県鈴鹿市郡山町２０７７－１〒510-0263

中西　由佳012974

TEL 059-344-0205

共栄産業（株） 3,000 －2403有法

土１園１
三重県鈴鹿市三日市南２－１５－１６〒513-0804

辻　浩二012975

TEL 059-385-1276

（有）新和工業 3,000 －2403無法

管１機１
三重県鈴鹿市長太栄町４－２－２５〒513-0043

加藤　昌巳012976

TEL 059-374-1369

（株）ドリームＮＥＴ 3,000 －2403有法

電１
三重県鈴鹿市下大久保町４１６５－２〒513-1123

伊藤　隆012977

TEL 059-383-2528

切江建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市高岡町８８６－１〒513-0014

切江　心012978

TEL 090-7044-4612

（株）興隆 1,000 －2403無法

建１大１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市岸岡町１９３０〒510-0226

田中　隆012980

TEL 059-373-5970

（株）サクマ工業 5,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１機１水１
三重県鈴鹿市土師町１３１２〒513-0812

佐久間　正之012982



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
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TEL 059-387-0067

（有）ミヤコ設備 3,000 －2403無法

建１と１管１
三重県鈴鹿市稲生塩屋２－１３－７〒510-0207

小坂　守012983

TEL 0595-83-5822

藤森組 －2403無個

管１
三重県亀山市椿世町８４１－１〒519-0104

藤森　聖吾012984

TEL 059-382-3953

川西塗装店 －2403無個

塗１
三重県鈴鹿市十宮４－１８－１６〒513-0037

川西　芳雄012985

TEL 0595-83-3125

（株）櫻木工務店 500 －2403無法

大１
三重県亀山市天神３－１１－２６〒519-0142

櫻木　正裕012986

TEL 059-374-3855

（有）森技研 5,000 －2403有法

鋼１
三重県鈴鹿市石薬師町２４５８〒513-0012

森　辰男012987

TEL 059-370-6272

門脇電設（株） 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市阿古曽町１－１１〒513-0828

門脇　剛012989

TEL 0595-96-3400

近藤建材（株） 1,000 －2403有法

土１と１
三重県亀山市関町木崎１２９－４〒519-1107

近藤　誠012990

TEL 059-340-4488

（株）田村工業 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市東旭ヶ丘５－６－１１〒510-0211

田村　徳人012991

TEL 059-385-2003

（株）伊勢湾工業 5,000 －2403有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県鈴鹿市南堀江２－２－１３〒513-0046

土田　剛三012992

TEL 059-380-3077

（株）ＡＤＩ 10,000 －2403有法

建１鋼１
三重県鈴鹿市桜島町３－１１－２〒513-0817

安田　克志012994

TEL 059-389-5656

（株）ＴＭＫ建設 1,000 －2403無法

大１と１タ１鋼１筋１
三重県鈴鹿市南若松町３５１８〒510-0227

奥地　竜哉012996

TEL 0595-83-2875

新田塗装 －2403無個

塗１
三重県亀山市アイリス町１４－３５〒519-0171

新田　章012998

TEL 059-374-3373

雅建設 －2403無個

土１建１大１と１内１
三重県鈴鹿市下大久保町７２５〒513-1123

黒田　一二三013000
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TEL 0598-51-3784

（株）タチオカ 10,000 －2406有法

と１解１
三重県松阪市垣鼻町１０７１－２〒515-0033

立岡　秀之013007

TEL 0598-46-0928

（有）間瀬土木 20,000 －2406無法

土１と１石１管１舗１し１園１水１
三重県松阪市飯高町田引９１５－２〒515-1506

間瀬　一弥013008

TEL 0598-39-3010

（株）サンワホーム 10,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県多気郡多気町四神田９５〒519-2172

谷村　幸博013019

TEL 0598-46-0588

水谷造園 －2406無個

園１
三重県松阪市飯高町赤桶１２０６－２〒515-1505

水谷　典章013022

TEL 0598-51-7040

（有）西川工務店 10,000 －2406無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県松阪市町平尾町１６４－３〒515-0803

西川　陽久013025

TEL 0598-49-3773

（株）井戸坂建設 10,000 －2406有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県多気郡多気町上出江４２４－２〒519-2201

井戸坂　覚行013028

TEL 0598-25-3939

（株）ＤａＩＳｏ 10,000 －2406無法

建１内１
三重県松阪市船江町１１９－２〒515-0812

大藪　好治013038

TEL 0598-51-3308

（株）ミツイバウ・マテリアル 60,000 －2406有法

建１屋１板１
三重県松阪市高須町３４６０－１２５〒515-0104

三井　陽介013047

TEL 0598-51-1922

岡田物産（株） 10,000 －2406有法

と１
三重県松阪市中央町４５５－１〒515-0019

岡田　欽伍013056

TEL 0598-32-4410

黒義建築 －2406有個

建１
三重県松阪市飯南町粥見３７４９－３〒515-1411

黒岩　義夫013059

TEL 0598-63-0008

東亜（株） 10,000 －2406有法

電１通１
三重県松阪市丹生寺町字向山８－１〒515-0832

深田　泰希013062

TEL 0598-58-4988

（株）中村電工 5,000 －2406無法

電１
三重県松阪市伊勢寺町２７８３－７〒515-0845

中村　光一013065

TEL 0598-51-8030

（株）中谷建設 40,000 －2406無法

土１建２大１と１内１
三重県松阪市大口町西８６〒515-0001

中谷　桂013066
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TEL 0598-34-0194

（有）恒栄土木 5,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市小片野町１０３６〒515-1204

荒木　恒雄013070

TEL 0598-52-2626

（株）モリハウス建設 30,000 －2406有法

建１
三重県松阪市高町２０１－２〒515-0011

田畑　守則013076

TEL 0596-52-6006

（有）明和設備工業 10,000 －2406無法

土１管１水１
三重県多気郡明和町新茶屋字丸岡２６８〒515-0314

上田　元洋013077

TEL 0598-32-3856

井本板金 －2406無個

屋１板１
三重県松阪市飯南町向粥見１５３－１〒515-1412

井本　皇自013089

TEL 0598-21-0133

倉口産業（株） 10,000 －2406有法

土１と１舗１水１
三重県松阪市大黒田町３００〒515-0063

倉口　耕治013099

TEL 0598-32-3023

（株）野呂建築 5,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市飯南町深野２２２０〒515-1301

野呂　喜代司013101

TEL 0598-58-0580

ハウスユー・アンド・アイ工業 －2406無個

建１と１
三重県松阪市日丘町１３９８－１２４〒515-0835

上野　伸一013103

TEL 0598-28-5995

（株）今出工業 10,000 －2406無法

屋１内１
三重県松阪市豊原町字中谷３８９－１３３〒515-0205

今出　安紀013104

TEL 0598-51-6070

（有）松林内装 5,000 －2406無法

内１
三重県松阪市高須町２８３６－３〒515-0104

松林　信弥013108

TEL 0598-45-1191

森口建築 －2406無個

建１
三重県松阪市飯高町森５７２－７〒515-1615

森口　勝013109

TEL 0598-21-6754

（株）李川組 35,000 －2406無法

土２建１大１と２石２屋１タ１鋼２舗２し２塗２内１水２解２
三重県松阪市山室町１４０－２５〒515-0052

原田　弥生013112

TEL 0598-46-0016

滝野（有） 5,000 －2406無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市飯高町宮前１０３〒515-1502

滝野　匠013114

TEL 0598-23-7206

（有）中尾電気工事 3,000 －2406無法

電１
三重県松阪市駅部田町２２－２〒515-0045

中尾　宏行013118
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TEL 0598-58-3800

ジオテック（株） 10,000 －2406有法

土１と１
三重県松阪市伊勢寺町１２００〒515-0845

藤田　学013123

TEL 0598-51-1741

（有）坂口電機工事 3,000 －2406無法

電１
三重県松阪市大塚町３６２－５〒515-0813

坂口　勲013124

TEL 0598-39-3106

（有）小林建設 3,000 －2406無法

建１
三重県多気郡多気町笠木５８０－１〒519-2162

小林　正宏013127

TEL 059-264-7878

（株）ドムスホーム 10,000 －2404無法

土１建１と１
三重県津市八幡町津９５〒514-0813

谷本　明久013129

TEL 0596-52-1673

髙橋建築 －2406無個

建１
三重県多気郡明和町明星２８３６－２３〒515-0313

髙橋　紀行013133

TEL 0598-21-6704

水谷建設 －2406無個

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市西之庄町１２４－５〒515-0816

水谷　昇一013137

TEL 0598-46-0690

（株）中村環境 7,000 －2406有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市飯高町宮前１７５０〒515-1502

中村　英司013139

TEL 0598-20-8865

（有）三好クレーン産業 5,000 －2406無法

と１
三重県松阪市山室町２６０５－１〒515-0052

三好　信義013146

TEL 0598-28-4566

（株）中勢建設 30,000 －2406有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
三重県松阪市立田町４１１－１〒515-0026

池田　昌八013149

TEL 0598-30-8470

飯高電工（有） 3,000 －2406無法

電１通１
三重県松阪市嬉野一志町９７２－３〒515-2305

竹田　浩和013150

TEL 0598-56-9133

（有）上田住建 3,000 －2406無法

建１と１内１
三重県松阪市曽原町２３４５－２〒515-2112

上田　豊充013154

TEL 0598-38-3280

長﨑土建 －2406無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県多気郡多気町三疋田５８７－１〒519-2184

長﨑　正己013156

TEL 0596-52-2577

（有）ナカヤ設備工業 5,000 －2406無法

土１管１
三重県多気郡明和町大字新茶屋４２２〒515-0314

中谷　行男013164
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TEL 0598-26-0126

森本建築 －2406無個

建１内１
三重県松阪市五反田町２－１３２４－４〒515-0064

森本　秀夫013167

TEL 0598-38-3833

（有）大西鉄筋 3,000 －2406無法

筋１
三重県多気郡多気町井内林１２４－１〒519-2186

大西　満也013168

TEL 0598-28-6905

（株）晃進 3,000 －2406無法

建１
三重県松阪市法田町５０４－２〒515-0214

森西　保芳013175

TEL 0598-29-0992

（有）木屋建設 5,000 －2406有法

建１
三重県松阪市久保町１８５５－２７０〒515-0044

木屋　元伸013186

TEL 0598-21-0640

アサヒ工材（株） 10,000 －2406有法

土１建１塗１防１
三重県松阪市大黒田町２２２－５〒515-0063

平野　浩013187

TEL 0598-60-2311

大成産業（有） 15,000 －2406無法

と１解１
三重県松阪市久保町５０２－１０〒515-0044

西川　幸成013195

TEL 0598-51-5067

（有）三重パイピング工業 20,000 －2406無法

土２建１と２石２管２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県松阪市石津町２７－３〒515-0006

吉池　忠雄013201

TEL 0598-29-4337

（有）井上建設 3,000 －2406無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１
三重県松阪市久保町１５１６－６〒515-0044

井上　直行013204

TEL 0598-23-3172

中村工芸 －2406無個

内１
三重県松阪市小黒田町４１３－５〒515-0062

中村　光夫013207

TEL 0598-82-3311

カネセ建設（株） 20,000 －2406無法

土２建１と２石２舗２水２解２
三重県多気郡大台町弥起井３１７－１〒519-2405

野呂　和敏013208

TEL 0596-52-3109

（株）田端興業 10,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県多気郡明和町大字佐田２２２２〒515-0331

田端　憲子013210

TEL 0598-28-7100

（株）ミック 20,000 －2406有法

電１通１
三重県松阪市上川町３６７０－１５〒515-0041

大西　匡尚013212

TEL 0598-29-5689

青山建築 －2406無個

建１
三重県松阪市久保町２３１３－５〒515-0044

青山　晃一013214
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TEL 0598-51-2122

（株）ミヤテック 20,000 －2406有法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗１し１板２ガ２塗２防２内２絶２具２水１解２
三重県松阪市垣鼻町８９６－１９〒515-0033

宮﨑　正次013217

TEL 0598-30-4660

（有）中部通工 3,000 －2406無法

電１通１
三重県松阪市嬉野中川町１６５７－１〒515-2321

小椋　善幸013218

TEL 0598-85-0069

（有）山路工務店 3,000 －2406無法

建１
三重県多気郡大台町新田３１９〒519-2423

山路　春夫013219

TEL 0598-51-1714

（株）マルダイテント 10,000 －2406有法

建１鋼１
三重県松阪市宮町２３０〒515-0015

西端　久哲013222

TEL 0598-58-2498

（有）水本電工 3,000 －2406無法

電１
三重県松阪市深長町５８１－２〒515-0846

水本　松一013223

TEL 0598-39-3726

（有）東軌道 3,000 －2406無法

土１と１舗１
三重県多気郡多気町前村１４２０〒519-2175

村田　篤史013231

TEL 0598-29-1100

（有）岡本商会 3,000 －2406有法

建１
三重県松阪市久保町７９３－５〒515-0044

岡本　秀樹013234

TEL 0598-58-2906

山﨑建築 －2406無個

建１
三重県松阪市小阿坂町５８７－１〒515-2343

山﨑　勝則013238

TEL 0598-52-4336

（有）共和空調 3,000 －2406無法

管１
三重県松阪市西黒部町８３０〒515-0103

西山　直弘013239

TEL 0598-45-0721

岩上ピー・シー・エフ －2406無個

建１
三重県松阪市飯高町宮本１１４５－１〒515-1614

岩上　悟013246

TEL 0598-59-0739

（有）小島住宅設備 10,000 －2406有法

電１管１
三重県松阪市東黒部町５７１－５〒515-0101

小島　規生013247

TEL 0598-58-1021

上垣外建築 －2406無個

建１
三重県松阪市日丘町１３９８－２３〒515-0835

上垣外　正則013257

TEL 0596-52-2555

日幸空調（有） 3,000 －2406無法

管１
三重県多気郡明和町大字新茶屋１２０〒515-0314

河村　一幸013259
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TEL 0598-59-0733

（有）デグチ 5,000 －2406無法

土１と１舗１
三重県松阪市松名瀬町９４－１〒515-0102

出口　勝也013267

TEL 0598-46-0354

青木建築 －2406無個

建１
三重県松阪市飯高町宮前６５２ー６〒515-1502

青木　雄三013268

TEL 0598-26-1741

オクダ建設（有） 3,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県松阪市田村町７２９〒515-0055

奥田　茂013269

TEL 0598-50-3002

（有）北栄エンジニア 5,000 －2406無法

土１舗１
三重県松阪市宮町１３８－１〒515-0015

北村　その子013271

TEL 0598-21-1819

（有）松田屋既製建具店 5,000 －2406無法

具１
三重県松阪市中町１９６０－３〒515-0083

松田　和芳013272

TEL 0598-56-7741

サクノ塗装（有） 3,000 －2406無法

塗１
三重県松阪市小津町４５９－３〒515-2114

作野　正明013277

TEL 0596-53-2250

（株）小川 8,000 －2406無法

土１建１大１と１石１屋１タ１舗１内１水１
三重県多気郡明和町大字阪本１２２５－１６〒515-0333

小川　健一013279

TEL 0598-85-0392

辻建設 －2406無個

建１
三重県多気郡大台町柳原３４５－１〒519-2422

辻　真吾013280

TEL 0596-55-4387

世古口水道 －2406無個

土１管１舗１
三重県多気郡明和町大淀５２３〒515-0302

世古口　好弘013286

TEL 0598-56-2281

中西土木 －2406有個

土１と１舗１
三重県松阪市久米町３３７－１〒515-2122

中西　秀年013289

TEL 0598-83-2295

（有）加藤工務店 3,000 －2406無法

建１
三重県多気郡大台町粟生２０３〒519-2428

加藤　剛013292

TEL 0598-29-1717

（有）岡本工業 5,000 －2406無法

と１
三重県松阪市久保町７６７－６〒515-0044

岡本　恵二013294

TEL 0598-51-2734

松阪クレーン（株） 10,000 －2406有法

土１と１
三重県松阪市大口町４９６－１５〒515-0001

市野　奈央子013295
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TEL 0598-58-1721

（株）南勢土木 5,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市深長町９９０〒515-0846

丸岡　和也013297

TEL 0598-36-0759

（有）キノシタ産業 3,000 －2406無法

鋼１板１
三重県松阪市大河内町１１８０－２〒515-1105

木下　拓哉013298

TEL 0596-52-0199

（株）明和工務店 20,000 －2406有法

土１建１と１舗１塗１防１内１解１
三重県多気郡明和町大字蓑村７６０－１〒515-0315

西山　浩一013299

TEL 0596-52-5845

中央工設（有） 3,000 －2406有法

電１管１
三重県多気郡明和町大字坂本１４５２－１〒515-0333

大南　晋也013303

TEL 0598-59-1267

（有）建築設計ゆう 3,000 －2406無法

土１建１
三重県松阪市出間町４１〒515-0113

田中　和弘013305

TEL 0598-23-7108

（有）西村設備 5,000 －2406無法

管１
三重県松阪市大黒田町５８４－２〒515-0063

西村　敏志013306

TEL 0598-28-3341

（有）長谷川アロー設備 3,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市豊原町１０２３－７〒515-0205

長谷川　誠013314

TEL 0598-85-0543

山福重機 －2406無個

土１と１舗１
三重県多気郡大台町栃原１２１２〒519-2424

山門　孝好013315

TEL 0596-52-5958

田辺工務店 －2406有個

と１
三重県多気郡明和町中海５７〒515-0334

田辺　正弘013319

TEL 0598-51-3271

丸十建設（有） 5,000 －2406無法

土１と１舗１
三重県松阪市高須町３４８３－１３〒515-0104

中津　十三013320

TEL 0598-26-1819

（株）設備ナカガワ 3,000 －2406無法

土１管１
三重県松阪市船江町５８４－１９〒515-0812

中川　一郎013329

TEL 0598-58-2324

（有）ヤマモト・テック 6,000 －2406有法

土１と１管１舗１水１
三重県松阪市小阿坂町１０１２－３〒515-2343

山本　修013330

TEL 0596-52-6661

（有）ホームタウン 5,000 －2406有法

建１
三重県多気郡明和町大字有爾中２１２－１〒515-0316

東谷　泰介013336
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TEL 0598-38-2582

大角建築 －2406無個

建１
三重県多気郡多気町多気３４－４〒519-2154

大角　隆013341

TEL 0596-52-1661

福田鈑金工業所 －2406無個

建１屋１板１
三重県多気郡明和町馬之上１４４－２〒515-0332

福田　洋013342

TEL 0596-52-2798

（有）バンプラス 5,000 －2406無法

屋１板１
三重県多気郡明和町大字新茶屋１８１－２〒515-0314

中村　和人013345

TEL 0598-21-5436

北村設備（有） 3,000 －2406無法

管１
三重県松阪市田村町２９７〒515-0055

北村　眞一013346

TEL 0598-51-5347

芝山建築 －2406無個

建１
三重県松阪市大口町２２７－４〒515-0001

芝山　紀美雄013347

TEL 0598-58-2347

（株）庄栄 10,000 －2406無法

と１塗１防１
三重県松阪市美濃田町１０４７－１〒515-2344

庄司　榮樹013348

TEL 0598-51-5023

山口建築 －2406無個

建１
三重県松阪市大口町１６６－１〒515-0001

山口　覚013349

TEL 0598-52-4433

ナカムラ設備（有） 5,000 －2406無法

土１電１管１
三重県松阪市中央町６２７－７〒515-0019

中村　明仁013351

TEL 0598-37-2454

ツジ（有） 5,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県多気郡多気町神坂４６７〒519-2177

逵　弘樹013361

TEL 0598-29-5472

（有）川幸建設 3,000 －2406無法

土１と１舗１
三重県松阪市下村町２５７６－１２〒515-0043

川野　隆男013363

TEL 0598-31-3333

（株）高正工務店 10,000 －2406無法

土１建１と１石１タ１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市駅部田町１２３－３〒515-0045

髙橋　正樹013364

TEL 0598-60-0117

（有）川﨑組 3,000 －2406無法

と１
三重県松阪市上蛸路町８３０－５〒519-2141

川﨑　剛013365

TEL 059-344-1222

（有）円周工業 3,000 －2402無法

機１
三重県四日市市野田１－１－８－４〒510-0815

竹内　正弘013370
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TEL 059-268-2323

（株）シャノン 10,000 －2404無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県津市安濃町野口５６６－４〒514-2321

青山　正数013373

TEL 0598-29-1735

サンペイント －2406無個

塗１
三重県松阪市久保町１２３５－９〒515-0044

小掠　一利013376

TEL 0598-58-1362

（株）池田組 5,000 －2406無法

土１大１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県松阪市深長町２１番地〒515-0846

池田　昌雄013377

TEL 0598-28-5780

（株）東紅機材 10,000 －2406有法

土１と１
三重県松阪市立田町１４３－８〒515-0026

東出　隆夫013380

TEL 0598-39-3099

（株）サムスアップエンジニアリング 10,000 －2406有法

電１機１通１消１
三重県多気郡多気町前村８０６－３〒519-2175

谷口　一博013381

TEL 0598-32-3516

松阪飯南森林組合 200,465 －2406無法

土１建１大１と１鋼１舗１し１内１園１水１
三重県松阪市飯南町粥見５７２５－３〒515-1411

上田　和久013387

TEL 0598-47-0637

立岡建築 －2406無個

建１
三重県松阪市飯高町加波４８１－２〒515-1722

立岡　功013396

TEL 0598-29-1369

大善松本建築 －2406無個

建１
三重県松阪市中万町１３１３〒519-2143

松本　善久013405

TEL 0598-46-0203

杉本建築 －2406無個

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市飯高町赤桶３６４－３〒515-1505

杉本　守013407

TEL 0598-45-0841

植村建築 －2406無個

建１
三重県松阪市飯高町粟野９８０〒515-1613

植村　博013409

TEL 0596-52-6918

（有）平井設備 10,000 －2406無法

管１
三重県多気郡明和町大字有爾中１４３５－１〒515-0316

平井　義雄013412

TEL 0598-30-4770

（有）丸剛総業 5,000 －2406無法

土１と１
三重県松阪市大口町４１９－２〒515-0001

前川　剛志013413

TEL 0598-49-2155

（有）竹内建設 5,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県多気郡多気町下出江６１３〒519-2202

北岡　弘順013419
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TEL 0596-52-2411

（株）伊豆建設 10,000 －2406無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県多気郡明和町大字平尾字野田４９９－５８〒515-0311

伊豆　守雄013423

TEL 059-336-6625

（株）ユーテック 5,000 －2402有法

建１大１左１屋１タ１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県三重郡朝日町縄生３４２－１〒510-8101

髙橋　松太郎013430

TEL 0598-67-5777

北川重建（株） 8,000 －2406無法

土１と１舗１し１解１
三重県松阪市上川町３７５３－１〒515-0041

北川　博章013432

TEL 0598-23-2791

（有）スパイラル 5,000 －2406無法

電１管１消１
三重県松阪市駅部田町６０７－１〒515-0045

仲　久嗣013433

TEL 0598-23-4411

髙島建設 －2406無個

建１
三重県松阪市本町２１８２－１〒515-0081

髙島　信彦013437

TEL 0598-46-0208

（同）杣人の里 3,900 －2406無法

建１解１
三重県松阪市飯高町宮前１９６〒515-1502

滝野　善治013438

TEL 0598-29-1057

大家建築 －2406無個

建１
三重県松阪市上蛸路町１０２１－２〒519-2141

大家　康司013439

TEL 0598-61-1008

（有）タイセイ建装 3,000 －2406無法

内１
三重県松阪市上川町２７０８－６〒515-0041

野出　正実013440

TEL 0598-82-3575

オクダ塗装 －2406無個

塗１
三重県多気郡大台町佐原５１４〒519-2404

奥田　浩司013441

TEL 0598-86-3573

下村左官 －2406無個

左１
三重県多気郡大台町菅合２３４３〒519-2412

下村　里規013442

TEL 0598-20-0206

溝川土建（有） 3,000 －2406無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県松阪市久保町１１８４－２３〒515-0044

溝川　勝013443

TEL 0598-49-8002

（有）清尾住建 3,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県多気郡多気町片野８１－４５６〒519-2203

清尾　信悟013448

TEL 0598-50-0077

高橋建設（有） 25,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県松阪市大口町３５０－３〒515-0001

高橋　英樹013449
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TEL 0598-36-0407

三創建設（有） 5,000 －2406有法

土１建１と１舗１
三重県松阪市桂瀬町２１７－１〒515-1104

中村　孝雄013451

TEL 0596-52-2988

（有）川口組 3,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１水１
三重県多気郡明和町明星２１９２－７〒515-0313

川口　孝哉013453

TEL 0598-38-2737

不殿住建（有） 5,000 －2406無法

建１
三重県多気郡多気町多気７６〒519-2154

不殿　昌宏013455

TEL 0598-50-1255

八代工業 －2406無個

土１と１管１
三重県松阪市塚本町６４－１〒515-0811

向井　徹也013461

TEL 0598-38-7338

松田建設（有） 6,000 －2406無法

土１建１と１石１舗１園１水１解１
三重県多気郡多気町兄国６７０－５〒519-2159

松田　龍二013466

TEL 0598-52-1074

（株）松井土木 5,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市高町２６９－１２〒515-0011

松井　邦浩013467

TEL 0598-51-6060

（有）マルタカ 3,000 －2406無法

と１
三重県松阪市幸生町５２５－３１〒515-0013

松本　崇013468

TEL 0598-36-0838

（有）サークル 3,000 －2406有法

建１管１
三重県松阪市大河内町１１１９－３〒515-1105

清水　はるみ013469

TEL 0598-50-0880

（有）イトウ通信設備 3,000 －2406無法

通１
三重県松阪市大口町９２－１〒515-0001

伊藤　治013476

TEL 0598-51-5151

（株）丸石商店 10,000 －2406有法

と１板１
三重県松阪市鎌田町２６０－２〒515-0005

松本　俊紀013478

TEL 0598-77-2023

谷口瓦店 －2406無個

屋１
三重県多気郡大台町神滝１６１－１〒519-2524

谷口　誠013480

TEL 0598-61-0660

（有）ミエコロジー 6,000 －2406有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市上川町３７９９－２〒515-0041

宮下　慎也013481

TEL 0598-28-2820

（有）北山建築 10,000 －2406無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県松阪市新町９９５〒515-0075

北山　裕史013484
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TEL 0598-58-2386

小泉建築 －2406有個

建１
三重県松阪市深長町６００〒515-0846

小泉　透013485

TEL 0598-82-1505

（有）大光クリーン 3,000 －2406有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県多気郡大台町佐原８７４－１〒519-2404

砂田　浩013486

TEL 0598-82-1866

（有）モリ環境サービス 3,000 －2406有法

管１
三重県多気郡大台町上菅５８８－１〒519-2411

森　重徳013487

TEL 0598-22-2225

島塗装店 －2406無個

塗１
三重県松阪市小黒田町４８７－５〒515-0062

島　浩司013493

TEL 0598-61-1010

（株）水道サービスセンター 10,395 －2406無法

土１管１
三重県松阪市上川町３４６１－６８〒515-0041

倉口　常雄013494

TEL 0598-23-4047

（有）パーカッションオカムラ 5,000 －2406無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１通１井１水１
三重県松阪市立野町７２７〒515-0054

岡村　勲013498

TEL 0598-28-5787

松谷建設 －2406無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１
三重県松阪市虹が丘町３１－１〒515-0042

谷口　肇013499

TEL 0598-31-3308

セイコウ土木 －2406無個

土１と１
三重県松阪市久保町１９８－２　Ｂ２０１〒515-0044

青木　佳弘013500

TEL 0598-58-3008

（有）エムケー 3,000 －2406有法

土１と１石１舗１水１
三重県松阪市伊勢寺町３８８〒515-0845

川瀬　恵013501

TEL 0598-23-4426

マルヤ板金 －2406無個

屋１板１
三重県松阪市春日町３－１２１〒515-0078

焼谷　昌和013502

TEL 0598-28-5228

（有）エムティーシー 3,000 －2406無法

通１
三重県松阪市上川町２７６９－３６〒515-0041

前田　豊彦013503

TEL 0596-53-1555

（有）松井総業 5,000 －2406有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県多気郡明和町大字斎宮４５６０－４〒515-0321

松井　茂文013505

TEL 0598-31-3997

カイセイ興業（株） 40,000 －2406無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県松阪市上川町１４－１〒515-0041

下口　修一013506
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TEL 0598-28-2020

増田木工 －2406無個

具１
三重県松阪市法田町５００〒515-0214

増田　善紀013512

TEL 0598-50-0221

（有）トネヒロ商事 3,000 －2406無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
三重県松阪市松崎浦町５９－１〒515-2132

刀根　隆幸013518

TEL 0598-36-1336

Ｎ・Ｋ・Ｔ・ －2406無個

屋１タ１
三重県松阪市笹川町字下川原１２３〒515-1103

中谷　茂013520

TEL 0598-26-3170

（有）マエガワ産業 5,000 －2406無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１園１水１
三重県松阪市大阿坂町２０９７〒515-2342

前川　みち子013521

TEL 0598-23-8891

（有）ナカムラ仮設 3,000 －2406無法

と１
三重県松阪市宮町２６１－１１〒515-0015

中村　裕二013523

TEL 0598-22-0107

山下建築 －2406無個

建１
三重県松阪市大黒田町６７９－６〒515-0063

山下　尚利013525

TEL 0598-23-1077

幹建設 －2406無個

土１建１大１と１管１筋１
三重県松阪市西之庄町４５－２〒515-0816

松本　幹夫013526

TEL 0598-39-3308

（有）坂防災工業 3,000 －2406無法

消１
三重県多気郡多気町五桂７７〒519-2174

坂ノ坊　武013527

TEL 0598-52-2045

（有）逸光電気 3,000 －2406無法

電１
三重県松阪市東町５５０〒515-0012

宮崎　逸巳013529

TEL 0598-48-1170

（株）ライト 10,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市嬉野中川町１８３８〒515-2321

森川　英治013531

TEL 0598-36-0116

奥野電気商会 －2406無個

電１
三重県松阪市笹川町３７３〒515-1103

奥野　敏彦013532

TEL 0598-37-2010

中里建設 －2406無個

建１
三重県多気郡多気町五佐奈１６９２〒519-2157

中里　秀美013534

TEL 0598-58-1488

（有）ＭＧＩ 5,000 －2406無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県松阪市八重田町３〒515-0844

森中　祐次013536
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TEL 0598-22-0202

（有）イモト工芸 3,000 －2406有法

内１
三重県松阪市大足町７３６－２〒515-0822

井本　広013545

TEL 0598-76-0320

大原瓦店 －2406無個

屋１
三重県多気郡大台町上真手３１－２５〒519-2502

大原　宏文013548

TEL 0598-76-0556

（有）出口産業 9,000 －2406有法

土１と１舗１水１
三重県多気郡大台町江馬１４８－４〒519-2505

出口　雄紀013549

TEL 0598-82-1289

田中板金 －2406無個

板１
三重県多気郡大台町弥起井３５５－１〒519-2405

田中　俊夫013550

TEL 0598-38-2304

クリーンアップタキ（有） 5,000 －2406有法

土１舗１し１水１
三重県多気郡多気町三疋田２６２－１〒519-2184

大西　正徳013551

TEL 0598-76-8888

（株）ビッグフォレスト 10,000 －2406有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県多気郡大台町小切畑６３８〒519-2504

大森　隆稔013553

TEL 0598-26-1111

クラギ（株） 50,000 －2406有法

園１
三重県松阪市川井町５３９〒515-0818

竹内　秀樹013554

TEL 0596-52-0228

（有）宇田工務店 5,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県多気郡明和町斎宮３０３９－３〒515-0321

宇田　壽013555

TEL 0598-49-3716

野呂設備工業 －2406無個

土１管１水１
三重県多気郡多気町片野７０６－２〒519-2203

野呂　達013556

TEL 0598-59-0687

高尾工業 －2406無個

屋１板１
三重県松阪市松名瀬町１０１２－１〒515-0102

高尾　悦生013560

TEL 0598-50-0785

（有）光産業 3,000 －2406無法

土１管１
三重県松阪市高須町２８７０〒515-0104

中村　光一013562

TEL 0598-58-3332

（有）博建 3,000 －2406無法

建１大１
三重県松阪市小阿坂町５０８６－１〒515-2343

中嶋　洋人013563

TEL 0596-55-5300

（株）凰建設 40,000 －2406無法

建２大２屋２タ２鋼２内２
三重県多気郡明和町大字大淀１１－１〒515-0302

辻　忠男013570
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TEL 0596-58-4222

（有）福井興業 3,000 －2406無法

と１鋼１機１
三重県松阪市五反田町１－１２２２－１０〒515-0064

福井　孝典013572

TEL 0598-36-0232

前川建築 －2406無個

建１
三重県松阪市矢津町１７８３〒515-1102

前川　幸次郎013574

TEL 0598-26-2090

（有）三和産業 3,000 －2406有法

土１
三重県松阪市久保町６－２６〒515-0044

堀口　剛司013577

TEL 0598-21-5528

（株）マツイ 3,000 －2406無法

塗１防１
三重県松阪市光町１５－３〒515-0051

松井　松広013578

TEL 0598-36-0144

辻建築 －2406有個

建１
三重県松阪市桂瀬町６３１〒515-1104

辻　貞行013579

TEL 0598-82-2567

ＷＯＯＤＹ工房 －2406無個

建１
三重県多気郡大台町長ケ３７４－２〒519-2401

浮田　佳秀013581

TEL 0598-34-0188

（株）ランド企画 5,000 －2406有法

土１建１と１鋼１舗１水１
三重県松阪市小片野町７３８－１〒515-1204

武田　貢013583

TEL 0598-58-1158

（有）阿坂ボーリング 5,000 －2406有法

管１井１
三重県松阪市小阿坂町２５４７〒515-2343

道明　四代013584

TEL 0598-39-6777

（株）田村建設 25,000 －2406無法

土２建２大１左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県多気郡多気町土羽６８０－４〒519-2161

田村　寿013585

TEL 0598-76-0144

昭和産興（有） 5,000 －2406無法

土１と１舗１
三重県多気郡大台町江馬６４６〒519-2505

小倉　美枝子013587

TEL 0598-67-5571

髙柳塗装 －2406無個

塗１
三重県松阪市平成町９２－６〒515-0824

髙柳　正樹013588

TEL 0598-67-8925

（株）松伸 5,000 －2406無法

左１屋１塗１防１
三重県松阪市横地町４７５－２〒515-0215

松島　毅013590

TEL 0598-28-2371

山下産業 －2406無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市下村町１８５７－３〒515-0043

山下　哲司013591
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TEL 0598-51-7234

（株）林商店 10,000 －2406有法

建１大１
三重県松阪市佐久米町広田１５０〒515-0028

林　鐘雄013592

TEL 0598-23-3313

（有）山吉建築 3,000 －2406有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県松阪市井村町４４６〒515-0817

山田　節013593

TEL 0598-58-0808

（有）もとえ建設 3,000 －2406無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県松阪市丹生寺町１０６９－２〒515-0832

山本　英敏013596

TEL 0596-52-6263

（有）サンショー 3,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県多気郡明和町大字斎宮１１４４－４３〒515-0321

米倉　仁013598

TEL 0598-56-3842

（有）ニチカンコー 10,000 －2406無法

土１建１と１舗１解１
三重県松阪市喜多村新田町２４３〒515-2113

安井　友紀013600

TEL 0598-38-3129

（有）仁コーポレーション 5,000 －2406無法

建１
三重県多気郡多気町相可台１２－９〒519-2182

藤井　仁司013602

TEL 0598-29-1308

鈴木産業 －2406無個

土１
三重県松阪市下村町９５６－５〒515-0043

鈴木　正己013603

TEL 0598-25-6633

（株）アカツキ 10,000 －2406無法

建１
三重県松阪市大黒田町４２５－１５〒515-0063

菅尾　正次013604

TEL 0598-50-2030

（有）デポスタイル 3,000 －2406無法

建１
三重県松阪市西黒部町５６３－１〒515-0103

東山　妙子013609

TEL 0598-56-5851

（株）荒川建築企画 7,000 －2406無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県松阪市曽原町２０１４〒515-2112

荒川　成樹013610

TEL 0598-23-3185

（株）ＳＫスズキ 20,000 －2406有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
三重県松阪市川井町４７９－２〒515-0818

鈴木　伊津実013611

TEL 0598-53-1011

（有）向井設備 3,000 －2406無法

土１と１管１
三重県松阪市上川町１７４４－３〒515-0041

向井　貴司013612

TEL 0598-29-2830

モリセイ －2406無個

建１
三重県松阪市上川町２１９〒515-0041

森本　清弘013613
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TEL 0598-51-1511

（株）大戸 22,750 －2406有法

管１
三重県松阪市高須町３８６６－１０〒515-0104

大戸　純夫013615

TEL 059-238-0955

（株）エラ・プラン 10,000 －2404無法

建１
三重県津市雲出本郷町１６６５－３〒514-0304

田中　啓一013617

TEL 0596-53-1115

（株）羽根工業 5,000 －2406有法

土１管１
三重県多気郡明和町大字明星２８８１－７〒515-0313

羽根　宏尚013618

TEL 0596-55-3940

アルプス空調 －2406無個

管１
三重県多気郡明和町佐田４２７〒515-0331

田中　裕之013620

TEL 0598-25-2323

（株）トータルコーポレーションマルゼン 5,000 －2406無法

と１園１解１
三重県松阪市小黒田町４７０－２〒515-0062

黒本　恵子013621

TEL 0598-58-2346

（有）島田建築 3,000 －2406有法

建１大１
三重県松阪市美濃田町１１１６－５〒515-2344

島田　和也013622

TEL 0598-21-1268

（有）三井クレーン 3,000 －2406無法

と１
三重県松阪市駅部田町１４４６〒515-0045

三井　泰013623

TEL 0598-30-8887

（有）岡田組 5,000 －2406無法

と１
三重県松阪市五主町１３２９〒515-2102

岡田　憲一013625

TEL 0598-58-3617

（有）大京建築 3,000 －2406無法

大１
三重県松阪市丹生寺町１０７１－８〒515-0832

京呂平　政富013626

TEL 0598-23-4708

松阪ＡＶサービス －2406有個

通１
三重県松阪市田村町３９９－１〒515-0055

宇田　和美013631

TEL 0598-60-1805

（株）三和冷熱 10,000 －2406無法

管１
三重県松阪市下村町９４９－８〒515-0043

小畑　和美013633

TEL 0598-29-6820

（有）松阪冷機工業 3,000 －2406無法

管１
三重県松阪市久保町１８０５－１〒515-0044

新田　斉013634

TEL 0598-53-9000

（有）タケガワ塗装 5,000 －2406無法

塗１
三重県松阪市新松ヶ島町１９０－７〒515-0801

竹川　直樹013635
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TEL 0596-52-3988

明松ホーム（株） 10,000 －2406有法

建１
三重県多気郡明和町大字馬之上８９２－５〒515-0332

東村　直哉013636

TEL 0598-42-8566

（株）吉岡設備 5,000 －2406無法

管１
三重県松阪市嬉野町１４５９－７〒515-2324

吉岡　公春013640

TEL 0598-34-1344

（株）Ａｏｋｉ 5,000 －2406無法

建１屋１
三重県松阪市六呂木町２１６－４〒515-1203

青木　信幸013641

TEL 0598-26-3005

（株）柊工業 5,000 －2406無法

管１機１
三重県松阪市御殿山町９０２－１３９〒515-0057

永作　幸嗣013642

TEL 0596-58-6356

江進電設 －2406無個

電１
三重県多気郡多気町土羽２１３１－６〒519-2161

向野　浩司013643

TEL 0596-52-0019

（有）下村総合建築 4,000 －2406無法

土１建１
三重県多気郡明和町大字明星４４９〒515-0313

下村　正013645

TEL 0598-51-4587

（株）三和工業 10,000 －2406無法

と１
三重県松阪市松崎浦町８２－２〒515-2132

丹羽　崇013648

TEL 0598-52-0621

日本報知機三重（株） 10,000 －2406有法

電１消１
三重県松阪市高町６２－３〒515-0011

鈴木　唯司013650

TEL 0598-28-3595

大瀧建設 －2406無個

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市安楽町３５－１〒515-0207

大瀧　勇013652

TEL 0598-21-0118

須川屋西川藤右衛門商店 －2406有個

内１機１
三重県松阪市西町２４５４〒515-0815

西川　直樹013653

TEL 0598-49-2826

（株）サンアクティブ 3,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県多気郡多気町片野１９８９－４〒519-2203

三井　博実013654

TEL 0598-23-8222

いとう建設 －2406有個

土１と１
三重県松阪市射和町５４４－２〒519-2145

伊藤　晃浩013655

TEL 0598-31-2271

（株）リョーデン 10,000 －2406無法

電１管１通１
三重県松阪市垣鼻町字方六４７９－６〒515-0033

前　豊亘013656
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TEL 0598-38-3906

セキヤ電気 －2406無個

電１
三重県多気郡多気町鍬形４３－１〒519-2187

関谷　直俊013658

TEL 0598-29-4430

髙柳板金 －2406無個

板１
三重県松阪市射和町３１７〒519-2145

髙柳　茂013660

TEL 0598-53-3728

（株）オオグチ緑化 5,000 －2406無法

園１
三重県松阪市大口町８－２〒515-0001

土川　依子013661

TEL 0598-51-9934

（有）太田道路 5,000 －2406無法

土１舗１
三重県松阪市高町６７４－３６〒515-0011

太田　久013662

TEL 0598-58-2212

ヤマト三重販売 －2406無個

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市八重田町１６〒515-0844

杉本　佳和013663

TEL 0598-23-5098

松阪ミニポンプ －2406無個

と１
三重県松阪市塚本町３７９－３〒515-0811

川村　龍雄013665

TEL 0598-21-8185

（株）いつき家 3,600 －2406無法

建１
三重県松阪市大黒田町１７９９－３三恵ビル１階〒515-0063

上月　知樹013667

TEL 0598-56-6790

ライフボックス －2406無個

建１屋１タ１内１絶１
三重県松阪市小津町３１８〒515-2114

藤井　善一013668

TEL 0598-29-2241

（株）林技建工業 5,000 －2406無法

建１大１
三重県松阪市下蛸路町４２５－１〒519-2142

林　まさ子013669

TEL 0598-21-0972

（有）住まいのドクター 3,000 －2406有法

建１
三重県松阪市春日町２－１３１〒515-0078

小林　宣雄013670

TEL 0598-67-6898

（株）吉井興業 5,000 －2406無法

と１
三重県松阪市町平尾町２３２－２１〒515-0803

吉井　仁志013671

TEL 0598-34-0769

岡建築 －2406無個

建１
三重県松阪市六呂木町７９８〒515-1203

岡　哲也013672

TEL 0598-85-0199

（有）カドヤ 3,000 －2406有法

建１
三重県多気郡大台町新田５７６－７〒519-2423

角谷　仁013673
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TEL 0598-21-0001

（株）パワープロ住健 5,000 －2406無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県松阪市川井町８６５－１７〒515-0818

中原　喜之013674

TEL 0598-42-1282

三正 －2406無個

と１
三重県松阪市嬉野算所町９６３〒515-2335

三村　正美013676

TEL 0598-77-2063

松島建設 －2406無個

建１
三重県多気郡大台町小滝２５２〒519-2523

松島　巧013677

TEL 0598-31-2969

マエダクリーン管工業（有） 10,000 －2406無法

土１と１管１し１水１解１
三重県松阪市高町１２０－２〒515-0011

前田　勲治013680

TEL 0598-20-8622

（株）稲和 1,000 －2406無法

建１
三重県松阪市幸生町５３５－１〒515-0013

稲継　雅和013682

TEL 0598-58-1578

（有）岡建工 3,000 －2406無法

建１大１
三重県松阪市伊勢寺町１９１０－６〒515-0845

岡　一孝013688

TEL 0598-31-3483

ディフェンダー（有） 3,000 －2406無法

塗１
三重県松阪市三重県松阪市下村町８５３－１〒515-0043

伊東　耕一013690

TEL 0598-51-5463

川口建築 －2406無個

建１
三重県松阪市町平尾町１０４－１〒515-0803

川口　智久013692

TEL 0598-67-0076

（株）ＮＡＫＯＳＨＩ 8,000 －2406無法

と１筋１
三重県松阪市伊勢寺町８４６－２〒515-0845

名越　慎弥013693

TEL 0598-20-8411

建築工房　アサヌマ －2406無個

建１
三重県松阪市荒木町１４９－６〒515-0007

淺沼　信幸013695

TEL 0598-22-1780

暮谷工業（株） 5,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市駅部田町２０２４－１〒515-0045

暮谷　勉013696

TEL 0598-51-2180

（株）浜野工業 5,000 －2406無法

と１解１
三重県松阪市猟師町４９－３〒515-0802

濱野　克樹013698

TEL 0598-29-2171

（株）西川工機 8,000 －2406有法

電１機１
三重県松阪市下蛸路町２８６－５〒519-2142

西川　学013699
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TEL 0598-42-1386

木下建築 －2406無個

建１
三重県松阪市嬉野薬王寺町３８９－１〒515-2355

木下　芳則013700

TEL 0596-53-2888

（株）妃翔 10,000 －2406無法

と１
三重県多気郡明和町大字佐田９３４－１３〒515-0331

楠木　亮013703

TEL 0598-67-8531

鬼頭建材（有） 3,000 －2406無法

内１
三重県松阪市立田町字川中８２４〒515-0026

鬼頭　八洲男013707

TEL 0598-21-3003

（株）倉口建設 20,000 －2406有法

土２建２と２鋼２舗２水２
三重県松阪市大黒田町３００〒515-0063

倉口　常雄013708

TEL 0598-49-4838

薗井建築 －2406無個

建１
三重県多気郡多気町波多瀬１９６〒519-2204

薗井　朋樹013710

TEL 0598-22-1044

（株）ファーストツール 5,000 －2406無法

建１
三重県松阪市大黒田町２２１－１〒515-0063

小津　英明013715

TEL 0596-65-7001

岡山建設（株） 5,000 －2406無法

土１と１管１舗１し１水１
三重県多気郡明和町大字大淀１７－２〒515-0302

岡　高行013717

TEL 0598-50-2047

川村建築 －2406無個

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市大平尾町９６－６〒515-0804

川村　定幸013718

TEL 0598-67-5267

（有）鳶匠 8,000 －2406無法

と１
三重県松阪市立田町３２５－１〒515-0045

打田　昌已013719

TEL 0598-38-4336

よしおか建築工房 －2406無個

建１
三重県多気郡多気町多気７５－６〒519-2154

　岡　誠013721

TEL 0598-30-6008

殿本設備工業（株） 3,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市船江町８２６－３〒515-0812

殿本　丘雪013722

TEL 0598-22-2061

福徳電気工事（株） 5,000 －2406無法

土１電１
三重県松阪市大黒田町１４５５－１３〒515-0063

福德　昭013725

TEL 0598-58-3552

幸永塗装 －2406有個

塗１
三重県松阪市日丘町５６３－７９〒515-0835

宮村　貴光013726
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TEL 0598-38-3033

中西冷暖房設備 －2406無個

管１
三重県多気郡多気町弟国１８１〒519-2152

中西　紳一013728

TEL 0598-23-3331

山口建築 －2406無個

建１大１
三重県松阪市駅部田町８８１－２５〒515-0045

山口　富之013729

TEL 0598-34-0128

一ノ木建設 －2406無個

建１
三重県松阪市大石町２５２９〒515-1205

一ノ木　正治013730

TEL 0598-21-7808

（有）中央建商 3,000 －2406無法

舗１
三重県松阪市大黒田町１０１２－１０〒515-0063

油谷　佳則013733

TEL 0596-55-2482

（株）ナカヤ電化住設 3,000 －2406無法

電１管１
三重県多気郡明和町佐田４３９－１〒515-0331

中谷　徳之013734

TEL 0598-48-1025

三重住建 －2406無個

建１
三重県松阪市嬉野算所町６１０－１〒515-2335

佐藤　栄臣013735

TEL 0598-26-5729

（有）井川組 5,000 －2406無法

と１
三重県松阪市大津町３４－２７〒515-0031

大森　志郎013736

TEL 0596-52-1830

黒坂工務店 －2406無個

大１
三重県多気郡明和町金剛坂７７５－２０〒515-0324

黒坂　直樹013738

TEL 0598-58-0644

（株）Ｒｅ．Ｌｉｆｅ 3,000 －2406無法

解１
三重県松阪市平成町７６－６〒515-0824

長谷川　多津也013742

TEL 0598-56-9688

（株）キヒラ 3,000 －2406有法

と１
三重県松阪市中林町３９５－１〒515-2111

紀平　浩司013744

TEL 0598-45-0070

（株）田中産業 3,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１水１
三重県松阪市飯高町森１３８８－１〒515-1615

田中　邦明013745

TEL 0598-51-7858

浜口建築 －2406無個

大１
三重県松阪市町平尾町６５２－１〒515-0803

濱口　公伸013747

TEL 0598-31-2669

小寺建設工業（株） 5,000 －2406有法

土１建１と１塗１防１内１
三重県松阪市嬉野宮古町９６８〒515-2303

大森　肇013749
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TEL 0598-42-5394

宮田建築 －2406有個

建１
三重県松阪市嬉野中川町５３２－１〒515-2321

宮田　憲明013751

TEL 0598-30-5321

（株）トラスト開発 15,000 －2406有法

土１建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市大津町２８５－１〒515-0031

辻　秀義013752

TEL 0598-25-4556

（株）タスク 1,000 －2406無法

建１
三重県松阪市内五曲町２９－２〒515-0072

田端　康秀013753

TEL 0598-63-0788

上山電設 －2406無個

電１
三重県松阪市美濃田町９３７－２〒515-2344

上山　裕司013754

TEL 0598-26-3389

（有）ウインドミル平山 5,000 －2406無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県松阪市立野町４５４－１〒515-0054

平山　禎久013755

TEL 0596-52-5349

（株）吉村塗装 1,000 －2406無法

塗１
三重県多気郡明和町大字坂本１３４１－１〒515-0333

吉村　正治013756

TEL 059-236-4510

（有）ライフパートナータケバヤシ 3,000 －2404有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県津市白塚町４７３３－１シーフロントＴＯＡ１階〒514-0101

竹林　正浩013758

TEL 0598-60-2260

尾上管工業 －2406無個

管１
三重県松阪市射和町５１９－３〒519-2145

尾上　浩康013760

TEL 0598-84-1800

（株）ＭＥＫＡＴ 3,000 －2406無法

ガ１具１
三重県多気郡大台町長ヶ２７３－５〒519-2401

平野　剛巳013761

TEL 0596-67-4095

（株）明の星建想 20,000 －2406無法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
三重県多気郡明和町大字明星２７８６－１〒515-0313

宮本　渉013763

TEL 0598-36-7788

（株）カルナホーム 5,000 －2406無法

建１
三重県松阪市桂瀬町２４８〒515-1104

竹内　淳013765

TEL 0596-67-4010

（株）上田電気工業 5,000 －2406無法

電１
三重県多気郡明和町大字内座字里中３１３－１〒515-0343

上田　力治013766

TEL 0598-51-1992

三宅建設（株） 3,000 －2406無法

建１大１
三重県松阪市大口町１４０７－８〒515-0001

三宅　吉浩013767
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TEL 0598-53-3421

セントラル硝子プラントサービス（株） 20,000 －2406有法

土１建２大２左２と２石２屋２電１管１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２機１絶２具２消１解２
三重県松阪市大口町字新地１６２４－３〒515-0001

本山　一浩013768

TEL 0598-52-4014

横内組 －2406無個

建１
三重県松阪市荒木町１１８〒515-0007

横内　宗雄013769

TEL 0598-21-1273

（株）東進 3,000 －2406無法

電１管１内１消１
三重県松阪市久保町１１８－１〒515-0044

東川　勉士013770

TEL 0598-37-2815

不殿建築 －2406無個

建１大１屋１タ１内１
三重県多気郡多気町平谷４１－１〒519-2178

不殿　裕史013771

TEL 0598-76-0135

宮川森林組合 122,282 －2406有法

と１
三重県多気郡大台町江馬３１６〒519-2505

中野　敏夫013772

TEL 0598-42-3838

（株）ＳＫ仮設 5,000 －2406無法

と１
三重県松阪市舞出町２２３－４〒515-2107

黒宮　誠司013774

TEL 0598-30-5553

（株）ＫＴ’ Ｚ 1,000 －2406無法

電１
三重県松阪市曽原町６３４－１〒515-2112

加畑　友之013775

TEL 0598-25-5146

（有）デプロホーム 3,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市久保町１８４６－２９〒515-0044

臺堂　嘉久013777

TEL 0598-38-1035

（株）タキックス 5,000 －2406無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県多気郡多気町四疋田１５１－１〒519-2183

山口　勝弘013778

TEL 0598-56-1190

（有）アクセスゲート 3,000 －2406無法

通１
三重県松阪市笠松町７６０－４〒515-2103

伊藤　壮013779

TEL 0598-51-3111

橋本電子工業（株） 20,000 －2406有法

機１
三重県松阪市高須町３８６６－１２〒515-0104

橋本　正敏013780

TEL 0598-58-1955

林建築 －2406無個

建１
三重県松阪市西野町７６９〒515-0833

林　哲士013781

TEL 0596-65-6506

（株）ナカムラ設備工業 3,000 －2406無法

と１管１
三重県多気郡明和町大字明星５９１－５〒515-0313

中村　孝仁013782
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TEL 0598-61-0024

（株）新開 5,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市上川町３７２０－８〒515-0041

岡本　菜々美013785

TEL 0598-21-5551

（株）テクノ・ハウス中央 10,000 －2406有法

建１
三重県松阪市田村町２３５－１〒515-0055

瀧川　涼二013786

TEL 0598-28-2851

薗部建築 －2406無個

建１
三重県松阪市豊原町８８１〒515-0205

薗部　理013787

TEL 0598-56-9233

（有）ＧＮクリエイト 3,000 －2406有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県松阪市曽原町２２６８－７〒515-2112

中世古　哲治013788

TEL 0598-31-3245

（株）大光建設 5,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市嬉野上野町１６１５－１〒515-2356

吉川　哲司013790

TEL 0596-55-4189

（株）髙山石材国際貿易＆工事 5,000 －2406無法

石１
三重県多気郡明和町大字山大淀１１７３〒515-0303

髙山　齊013791

TEL 0596-52-2338

（株）アクアパル 10,000 －2406有法

管１
三重県多気郡明和町大字坂本１２１４－５〒515-0333

高橋　好之013792

TEL 0598-32-3734

三重総合住宅（有） 3,000 －2406無法

塗１
三重県松阪市飯南町深野６０３－１〒515-1301

濱　好美013793

TEL 0598-28-5711

プロダクト総建（株） 5,000 －2406無法

建１電１
三重県松阪市上川町３４６１－６２〒515-0041

大西　智義013794

TEL 0596-52-1274

（有）竹川工業 5,000 －2406有法

鋼１塗１
三重県多気郡明和町大字明星２７６４－２〒515-0313

竹川　幸宏013795

TEL 0598-34-0681

おおしま電気 －2406無個

電１
三重県松阪市大石町３８５〒515-1205

大島　将人013797

TEL 0598-56-2138

ＹＯＵＲＳむとう －2406有個

電１管１
三重県松阪市曽原町２２１－１〒515-2112

無藤　和彦013798

TEL 0598-50-2577

日本通商（株） 48,000 －2406有法

電１
三重県松阪市大口町１６４８－１５〒515-0001

鈴木　敦子013799
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TEL 0598-37-2373

大工さん －2406無個

建１
三重県多気郡多気町四神田３５６〒519-2172

羽根　崇元013801

TEL 0598-51-5168

三重サッシ工事 －2406無個

具１
三重県松阪市松ケ島町９６２〒515-2133

西川　正明013802

TEL 0598-28-7187

（株）中西運輸 13,000 －2406有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市上川町３４６１－６３〒515-0041

中西　義昭013803

TEL 0598-42-1254

葛西電設 －2406無個

電１
三重県松阪市嬉野中川町１２８１〒515-2321

葛西　浩士013805

TEL 0598-50-1335

アジアコンサルタント（株） 10,000 －2406有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県松阪市高町５５９－１０〒515-0011

川口　陽013806

TEL 0598-63-0878

フローラ －2406有個

と１園１
三重県松阪市伊勢寺町字向山２５７９－３２〒515-0845

松倉　久登013807

TEL 0598-21-6350

奥林建具店 －2406無個

具１
三重県松阪市大黒田町１８９－８〒515-0063

奥林　寛司013809

TEL 0596-55-4844

（株）大和 5,000 －2406無法

内１
三重県多気郡明和町大字佐田１０２８－１〒515-0331

大形　和人013810

TEL 0598-60-1234

エスペランサ（有） 10,000 －2406有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県松阪市下村町８６９－５２〒515-0043

渡邊　孝治013811

TEL 0598-51-3231

小坂建材 －2406無個

大１と１
三重県松阪市猟師町４２９－１０２〒515-0802

小坂　芳成013813

TEL 0598-28-5454

明管設備 －2406無個

管１
三重県松阪市上川町２７３９－２２〒515-0041

山下　明013814

TEL 0598-51-2097

松阪ベリーズ（株） 20,000 －2406有法

電１
三重県松阪市鎌田町６９２－１０〒515-0005

辻井　省三013815

TEL 0598-20-8800

エクセレントホーム（株） 10,000 －2406無法

建１
三重県松阪市内五曲町９１－９〒515-0072

髙橋　敏013816
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TEL 0598-56-6861

（有）ワーステクニカル 3,000 －2406有法

管１消１
三重県松阪市久米町１２７１－３〒515-2122

日比　啓子013817

TEL 0598-56-2200

村田設備 －2406無個

管１
三重県松阪市曽原町２０７－５〒515-2112

村田　博013818

TEL 0598-51-6399

（有）豊建設 3,000 －2406無法

舗１
三重県松阪市高須町２９２６－２〒515-0104

豊田　哲也013819

TEL 0598-56-7502

（株）ＡＮＭ 2,000 －2406有法

タ１具１
三重県松阪市曽原町２５１１〒515-2112

山中　康裕013820

TEL 0598-28-6006

（株）キマタ設備工業 5,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市豊原町１０８５－１０〒515-0205

木全　範彦013821

TEL 0596-52-7850

西建工業 －2406無個

建１
三重県多気郡明和町有爾中５０６－１１－　－２０１〒515-0316

西村　和彦013823

TEL 0596-52-7814

ＢＡＵＨＡＵＳ（株） 2,000 －2406有法

建１大１屋１タ１内１
三重県多気郡明和町大字馬之上３６０－２〒515-0332

谷分　道彦013824

TEL 0598-56-4131

いちはな企画（株） 5,000 －2406無法

防１
三重県松阪市中林町６３－２〒515-2111

田中　一郎013825

TEL 0598-28-4111

（株）三重特機 20,000 －2406有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市豊原町９０９－１〒515-0205

稲垣　貴行013826

TEL 0598-56-3975

シンタニ建装 －2406無個

塗１
三重県松阪市五主町１３１７－１５〒515-2102

新谷　淳013827

TEL 0598-30-5566

（株）オーミヤ建設 1,000 －2406有法

建１
三重県松阪市中央町３８４－１〒515-0019

西岡　英之013828

TEL 0596-55-2190

（株）三重管工 5,000 －2406無法

管１
三重県多気郡明和町大淀乙７４４〒515-0302

秋山　亮013829

TEL 0598-67-4466

横井工業 －2406無個

電１管１
三重県松阪市東久保町８３７－１〒515-0121

横井　資樹013830
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TEL 0598-43-2405

粕谷組 －2406無個

土１と１石１舗１水１解１
三重県松阪市嬉野矢下町４７７〒515-2407

粕谷　敏民013831

TEL 0598-20-1092

（株）誠建設 28,500 －2406無法

と１
三重県松阪市久保町１８５５－１２８８〒515-0044

伊藤　誠司013832

TEL 0598-31-3557

管誠機工（株） 5,000 －2406無法

管１
三重県松阪市小津町４５９－３〒515-2114

今村　充孝013834

TEL 0598-67-0349

今井設備 －2406無個

管１
三重県松阪市高須町３８５０－３〒515-0104

今井　逸人013836

TEL 0598-82-1234

西日本建設（株） 10,000 －2406有法

土１と１舗１
三重県多気郡大台町上三瀬８６３－２〒519-2403

角谷　幸春013837

TEL 0598-53-3885

（株）鳶建 1,000 －2406無法

建１大１と１屋１タ１鋼１筋１内１
三重県松阪市東町１０８－１〒515-0012

増田　雄一013838

TEL 0598-60-0006

（有）さつき住設 3,000 －2406無法

建１
三重県松阪市久保町７７６－１〒515-0044

奥田　泰史013839

TEL 0598-67-7677

渡邉建築 －2406無個

大１
三重県松阪市丹生寺町３２７－１〒515-0832

渡邉　晋弥013840

TEL 0596-52-3632

カワユウ木工 －2406無個

内１
三重県多気郡明和町大字馬之上１２８－１〒515-0332

川谷　洋013845

TEL 0596-64-8932

あおい総業 －2406無個

筋１
三重県多気郡明和町大字佐田４３３〒515-0331

吉田　孝二013849

TEL 0598-42-2864

大政建築 －2406無個

建１
三重県松阪市嬉野中川町１１６９〒515-2321

加藤　大介013851

TEL 0598-67-8740

大達建業（株） 5,000 －2406無法

土１と１電１
三重県松阪市下村町２２５６－１１〒515-0043

大川　達也013854

TEL 0598-30-4155

ケーズ・ファクトリー（株） 5,000 －2406有法

管１
三重県松阪市桜町２５－３〒515-0071

鈴木　健司013855



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

290頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0598-58-4511

江川電気 －2406無個

電１
三重県松阪市平成町３３－２〒515-0824

江川　恭弘013856

TEL 0598-31-3353

Ａｐｐｌｅ－Ｇ（株） 1,000 －2406無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市湊町１３３－３〒515-0085

井上　学013857

TEL 0598-56-5695

（有）ネオエンジニアリング 3,000 －2406無法

管１
三重県松阪市小野江町字毛知場６４４－１〒515-2109

　田　生男013858

TEL 0598-22-3559

（株）井川工業 5,000 －2406無法

土１と１
三重県松阪市大津町５８－４９〒515-0031

岡嵜　征爾013859

TEL 090-1621-9909

クールテック －2407無個

管１
三重県伊勢市柏町７７８－３〒515-0508

中西　良拓013860

TEL 0598-30-6657

（株）松阪テック 3,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市曽原町３４２－１〒515-2112

倉田　幸範013862

TEL 0598-32-7271

（株）マルハテック 55,000 －2406無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
三重県松阪市飯南町深野３６８４番地〒515-1301

大北　正規013863

TEL 0598-29-4664

南勢資材（有） 5,000 －2406有法

建１大１と１屋１タ１鋼１内１解１
三重県松阪市上蛸路町８４０〒519-2141

村木　厚之013864

TEL 0596-63-7167

（株）オーテック 5,000 －2406無法

土１管１
三重県多気郡明和町大字大淀乙６４８－２〒515-0302

代田　佳苗013866

TEL 0598-21-0201

（株）リヴイン建築事務所 1,000 －2406有法

土１建１と１
三重県松阪市白粉町３７８－２〒515-0076

城山　与惣治013867

TEL 0598-42-3194

北川建設 －2406無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市嬉野新屋庄町７９４〒515-2314

北川　貴之013869

TEL 0598-31-3539

川口設備（株） 1,000 －2406無法

管１
三重県松阪市新松ヶ島町１８４－１〒515-0801

川口　清大013870

TEL 0598-52-5387

（株）桐山 1,000 －2406無法

筋１
三重県松阪市大津町６７２－５〒515-0031

桐山　悠之013871
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TEL 0598-29-5147

ナウ工房 －2406無個

建１
三重県松阪市久保町１８５５－９８８〒515-0044

山口　健太朗013872

TEL 0598-39-3121

甲陽商事（株） 35,900 －2406有法

土１管１水１
三重県多気郡多気町土羽１１１７〒519-2161

塩﨑　勝重013873

TEL 0598-39-3226

（株）シー．ビー．エム 10,000 －2406有法

通１園１
三重県多気郡多気町大字前村１４５７－１〒519-2175

東山　良子013875

TEL 0598-21-7582

松尾塗装店 －2406無個

塗１
三重県松阪市光町１４－３〒515-0051

松尾　忠幸013876

TEL 0598-82-3035

（株）吉田電工 500 －2406無法

電１管１
三重県多気郡大台町弥起井１７５－１〒519-2405

吉田　寿男013877

TEL 0598-56-1323

（株）幸林 5,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県松阪市曽原町２２４－２〒515-2112

林　哲郎013878

TEL 0598-59-1118

（株）エムユーシー 17,000 －2406無法

と１
三重県松阪市柿木原町８４２－２〒515-0111

上山　周作013879

TEL 0598-67-7994

Ｙ．Ｄ．エアコン －2406無個

管１
三重県松阪市立野町１３２９－１４〒515-0054

山田　功次013880

TEL 0598-31-1993

（株）ｂ．ｈｏｍｅ 3,000 －2406無法

建１
三重県松阪市立野町４５４－４〒515-0054

大櫛　聡司013881

TEL 0598-31-2694

（株）ブロックス 3,000 －2406無法

建１内１
三重県松阪市曽原町２２６－１〒515-0011

澤田　健治013882

TEL 0598-42-3379

（株）ハテハタ設備 5,000 －2406無法

管１
三重県松阪市嬉野薬王寺町７０４〒515-2355

八手幡　好明013883

TEL 0596-52-5091

（株）ゴトー 5,000 －2406無法

建１
三重県多気郡明和町大字斎宮１－２〒515-0321

後藤　英一013884

TEL 0596-52-1145

濱口組 －2406無個

と１
三重県多気郡明和町大字有爾中１２３８－１３〒515-0316

濱口　次生013886
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TEL 0598-56-3540

髙瀨建築 －2406有個

建１
三重県松阪市小野江町１１３３〒515-2109

髙瀨　和美013887

TEL 0598-42-6640

（株）ＮＢ 1,000 －2406無法

タ１板１
三重県松阪市嬉野中川新町２－１６９－２〒515-2325

西山　克典013888

TEL 0598-58-3110

（株）中部環境技術センター 10,000 －2406有法

管１
三重県松阪市伊勢寺町３２８９－３〒515-0845

鈴木　孝佳013889

TEL 0598-29-2422

（株）たつみ塗装 5,000 －2406無法

塗１
三重県松阪市射和町３１１〒519-2145

中川　朋則013890

TEL 0596-55-3273

（株）ワイズコーポレーション 3,000 －2406無法

管１
三重県多気郡明和町大字行部３８５－２〒515-0354

山村　康之013891

TEL 0598-23-3153

西本建装 －2406無個

塗１
三重県松阪市山室町１９８－９〒515-0052

西本　孝司013892

TEL 0598-42-3955

（株）鈴木電気工事 5,000 －2406無法

電１
三重県松阪市嬉野津屋城町１５６９－３〒515-2332

鈴木　義行013893

TEL 0598-49-4649

（株）ジップエアー 5,000 －2406無法

管１
三重県多気郡多気町片野１０４９〒519-2203

坂口　真嗣013894

TEL 0598-49-3466

ベルウッド（株） 2,000 －2406無法

建１大１
三重県多気郡多気町色太８９１－９〒519-2212

鈴木　舍人013895

TEL 0598-67-7228

（株）大野 3,000 －2406有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県松阪市深長町９９３〒515-0846

大野　幸成013896

TEL 0598-26-0361

香肌冷熱 －2406無個

電１管１
三重県松阪市駅部田町８９０－９〒515-0045

新田　豊彦013897

TEL 0598-21-2242

（有）岡井博進堂 9,500 －2406有法

内１
三重県松阪市垣鼻町７４９－５〒515-0033

岡井　良樹013898

TEL 0598-21-5744

（株）島岡 10,000 －2406有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市京町１５４－１１〒515-0017

長谷川　恵013899
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TEL 0598-52-2173

橋爪建設 －2406無個

大１
三重県松阪市高町３４８－３８〒515-0011

橋爪　良隆013901

TEL 0598-67-0113

建築タケウチ（株） 5,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県多気郡多気町東池上１３８－７〒519-2155

竹内　健太郎013902

TEL 0598-29-4356

（株）タニグチ住建 3,000 －2406無法

と１
三重県松阪市御麻生薗町１２８７－２〒519-2148

谷口　秋太013903

TEL 0598-56-6153

（株）司 10,000 －2406有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市五主町１３１３〒515-2102

松村　亜矢子013904

TEL 0598-45-1515

三重ホルツ小径木加工（同） 11,000 －2406有法

大１と１
三重県松阪市飯高町粟野１０２９〒515-1613

小林　正弘013905

TEL 0598-56-5081

ＦＵＪＩＸ －2406有個

管１
三重県松阪市中林町５２４－１６〒515-2111

西村　二次男013906

TEL 0598-67-5210

西田左官 －2406無個

と１
三重県松阪市立田町４０８〒515-0026

西田　健一013907

TEL 0596-55-4018

永田設備 －2406無個

管１
三重県多気郡明和町大字田屋５１７〒515-0345

永田　健司013909

TEL 0598-28-8222

（株）エス・ティサポートサービス 3,000 －2406有法

土１電１
三重県松阪市豊原町５７３－５８〒515-0205

鈴木　秀忠013910

TEL 0598-22-2082

（株）トリプルエム 500 －2406無法

管１
三重県松阪市駅部田町４００－１〒515-0045

大久保　聡士013911

TEL 0598-56-3720

（株）中京緑化 5,000 －2406有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市舞出町２６５〒515-2107

清水　雅治013912

TEL 0598-59-1443

（株）ＳＨＯＤＥＮＣＯ 1,000 －2406無法

電１
三重県松阪市東久保町８５０〒515-0121

溝田　頌013913

TEL 0596-63-5097

（株）南山組 5,000 －2406無法

と１
三重県多気郡明和町大字山大淀３００９〒515-0303

南山　慶太013914
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TEL 0598-30-4171

（株）天花寺板金 5,000 －2406無法

屋１
三重県松阪市久保町１８５５－１５４４〒515-0044

天花寺　秀記013915

TEL 0598-67-7754

安濃工業 －2406無個

機１
三重県松阪市石津町４０６－８〒515-0006

安濃　祐太013916

TEL 0598-21-5346

鈴木機械（株） 12,000 －2406有法

機１
三重県松阪市船江町８６１－９〒515-0812

朝倉　克章013917

TEL 0598-20-8701

マエダ電機空調設備（株） 3,000 －2406無法

電１管１
三重県松阪市駅部田町１２９９－１９〒515-0045

前田　哲也013918

TEL 0598-28-5936

小林創建 －2406無個

建１
三重県松阪市虹が丘町５３－１６〒515-0042

小林　修二013919

TEL 0598-26-4450

前川電工（株） 1,000 －2406無法

電１
三重県松阪市山室町２０６８－１０〒515-0052

前川　梨央013920

TEL 0598-53-2321

（株）吉村商会 5,000 －2406無法

と１
三重県松阪市高町４６５－６〒515-0011

吉村　浩二013921

TEL 0598-67-9840

村田興業（株） 1,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市久保町１９２５〒515-0044

村田　尚大013922

TEL 0598-67-7547

（株）和晃電設 5,000 －2406無法

電１
三重県松阪市大黒田町３４４〒515-0063

西村　泰輝013923

TEL 0598-54-7710

ＨＭＰＬＡＮ（株） 900 －2406有法

塗１
三重県松阪市垣鼻町１７６１－１７〒515-0033

湊　久幸013924

TEL 0598-28-5675

飛来塗装 －2406無個

塗１
三重県松阪市和屋町３０４－９〒515-0025

飛矢地　勇治013925

TEL 0596-64-8671

（株）新栄工業 5,000 －2406無法

具１
三重県多気郡明和町大字大淀乙７３７〒515-0302

吉弘　隆之013926

TEL 0598-67-4687

（株）希塗装 5,000 －2406無法

塗１
三重県多気郡多気町井内林８７７－１〒519-2186

湯本　希013927
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TEL 0598-53-0338

（株）ＡＬＥＳ三重 1,000 －2406無法

土１建１と１電１管１舗１園１解１
三重県松阪市高町２０１－２〒515-0011

齋藤　憲生013928

TEL 0598-31-2634

根本工業 －2406無個

と１
三重県松阪市目田町４３７〒515-0216

根來　良輔013929

TEL 0596-52-7838

（有）山中商会 3,000 －2406有法

と１
三重県多気郡明和町蓑村３７０－１７〒515-0315

中村　弘人013930

TEL 0598-29-2088

Ｐｏｍアーキテクトデザイン（株） 5,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市上蛸路町５６３－２〒519-2141

小林　治樹013931

TEL 0598-20-8565

（株）Ｃ．Ａ．Ｐ 100 －2406有法

機１
三重県松阪市立野町４６３－３〒515-0054

新性　浩一013932

TEL 0598-42-6598

岡田鋼業 －2406無個

筋１
三重県松阪市嬉野小村町４５４〒515-2315

岡田　大吾013933

TEL 0598-67-7474

大海水道 －2406無個

土１と１管１水１
三重県松阪市町平尾町３１９－１〒515-0803

白木　大海013934

TEL 0598-51-3178

鳥羽谷塗装店 －2406無個

塗１
三重県松阪市猟師町４２８－１４０〒515-0802

鳥羽谷　弘樹013935

TEL 0598-31-1142

（株）東出建設 3,000 －2406無法

と１
三重県松阪市大津町１５３３〒515-0031

東出　雄一郎013936

TEL 0598-59-8558

森田電気工事（株） 5,000 －2406無法

電１
三重県松阪市腹太町３８９〒515-0125

森田　博之013937

TEL 0598-53-0072

前川電機工事 －2406無個

電１
三重県松阪市幸生町５２５－４〒515-0013

前川　泰伸013938

TEL 0598-32-2468

髙尾建築 －2406無個

建１
三重県松阪市飯南町向粥見２９２２－１〒515-1412

髙尾　宏幸013939

TEL 0598-31-2168

カイセイ建設（株） 10,000 －2406無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県松阪市上川町１４－１〒515-0041

下口　修一013940
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TEL 0598-31-1720

（株）フェイスジャパン 50,000 －2406有法

土２建１大１と２石２屋１タ１鋼２舗２し２塗２内１水２
三重県松阪市東町６０１－１〒515-0012

中川　雄斗013941

TEL 0598-39-8800

田村建築 －2406無個

建１
三重県多気郡多気町土羽５６６－１〒519-2161

田村　光大013942

TEL 0598-46-0089

（株）ＫＯＵＫＥＮ 5,000 －2406無法

建１
三重県松阪市飯高町下滝野１２５９〒515-1501

森本　公夫013943

TEL 0598-20-2363

（株）伊藤鋼業 5,000 －2406無法

筋１
三重県松阪市南虹が丘町３－８〒515-0046

伊藤　充孝013944

TEL 0598-60-2550

（有）ホーム・トラスト 3,000 －2406無法

管１
三重県松阪市久保町１８５５－１２７７〒515-0044

中村　公俊013945

TEL 0598-29-6338

繋心工業（株） 5,000 －2406無法

と１
三重県松阪市久保町１８５５－１３〒515-0044

中出　朋和013946

TEL 0598-22-1569

ＴＯＷＡ住宅サービス（株） 5,000 －2406有法

塗１防１
三重県松阪市山室町３２０２〒515-0052

竹内　信行013947

TEL 0598-42-8707

（株）西園建設 5,000 －2406無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市嬉野津屋城町７６１－１〒515-2332

西園　直浩013948

TEL 0598-67-4981

（株）棲家 8,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市小阿坂町５８７－３〒515-2343

山﨑　貴則013949

TEL 0598-52-5656

（株）キハタトレーディング 10,000 －2406有法

建１大１内１
三重県松阪市鎌田町６０－１〒515-0005

喜畑　隆之013950

TEL 0598-67-0594

三星塗装工業 －2406無個

塗１
三重県松阪市中万町１０２－６〒519-2143

神保　直也013951

TEL 0598-38-7007

（株）アトラスエナジー 1,000 －2406有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県多気郡多気町西池上６３３〒519-2156

逵　良一013952

TEL 0598-56-3088

高橋設備 －2406無個

管１
三重県松阪市甚目町５８９〒515-2108

高橋　雅彦013953
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TEL 090-2814-4990

伊藤鉄筋工業 －2406無個

筋１
三重県松阪市伊勢寺町２０３３〒515-0845

伊藤　真一013954

TEL 090-3257-5695

金澤商会 －2406有個

解１
三重県多気郡多気町丹生１５１３－２〒519-2211

金澤　孝則013955

TEL 0598-29-2383

恒川組 －2406無個

と１
三重県松阪市下村町９３０－１〒515-0043

恒川　礼光013956

TEL 0598-21-8939

（株）真和興業 5,000 －2406無法

機１
三重県松阪市駅部田町９５１－１１〒515-0045

藤本　真史013957

TEL 0598-42-5315

（株）営繕 300 －2406無法

塗１防１内１
三重県松阪市嬉野一志町３１２－１００〒515-2305

西村　美津代013958

TEL 0598-63-0055

（有）美ファイン・ハセガワ 3,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市丹生寺町２－５〒515-0832

長谷川　浩一013959

TEL 0596-64-8223

時任組 －2406無個

大１と１
三重県多気郡明和町大字斎宮３８４５－１２〒515-0321

時任　寿浩013960

TEL 0598-67-2805

カワカミ建備 －2406無個

管１
三重県松阪市船江町４６９－２〒515-0812

川上　泰祐013961

TEL 0598-67-4490

（株）三宅工業 3,000 －2406無法

と１
三重県松阪市下村町６５７－６〒515-0043

三宅　崇司013962

TEL 0598-49-3544

野呂建築 －2406有個

建１大１と１屋１塗１内１解１
三重県多気郡多気町色太５２１〒519-2212

野呂　卓矢013963

TEL 0598-30-5539

原田工業（株） 3,000 －2406無法

と１
三重県松阪市嬉野野田町２２－１３〒515-2317

原田　英二013965

TEL 0596-52-3080

戎工業 －2406無個

鋼１
三重県多気郡明和町明星３２７６－１〒515-0313

中村　正幸013966

TEL 0598-21-2860

（株）メイテック 10,000 －2406有法

電１
三重県松阪市船江町１７５－６〒515-0812

田中　靖之013967
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TEL 0598-39-3502

藤原鉄工所 －2406無個

鋼１
三重県多気郡多気町五佐奈１６１２〒519-2157

藤原　利也013968

TEL 0596-67-5761

（株）ナカイ 6,000 －2406有法

筋１
三重県多気郡明和町大字佐田２５３３－４メゾン悠２Ｄ〒515-0331

田中　潤一013969

TEL 0596-52-2215

宇田建設土木 －2406無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県多気郡明和町大字斎宮３２２１－１〒515-0321

宇田　秀輝013970

TEL 0598-32-3814

（株）エミューエヌ通信設備部 20,000 －2406有法

通１
三重県松阪市飯南町上仁柿６０６〒515-1304

中尾　義寿013971

TEL 0596-52-5180

（有）大新電機 3,000 －2406無法

電１
三重県多気郡明和町明星４７９〒515-0313

田邊　桂013972

TEL 0598-46-1072

今原板金 －2406無個

屋１板１
三重県松阪市飯高町赤桶２４７３－１〒515-1505

今原　綾太013973

TEL 0598-28-8700

（株）リロケーションサービス 10,000 －2406無法

建１
三重県松阪市稲木町１２９６〒515-0212

西口　一司013974

TEL 0598-56-6777

（有）Ｕ 3,000 －2406無法

塗１
三重県松阪市笠松町３３－４〒515-2103

上村　昌司013975

TEL 0598-67-0196

小畑工業 －2406無個

管１
三重県松阪市嬉野中川新町２－５６カンタベリー１－１０５〒515-2325

小畑　信和013976

TEL 0598-53-4636

森岡建設 －2406無個

土１と１
三重県松阪市宮町６９４－１〒515-0015

森岡　信悟013977

TEL 0598-42-7789

福島工業 －2406無個

解１
三重県松阪市舞出町３９７－１〒515-2107

竹内　豊文013978

TEL 0598-48-0222

（有）矢野鉄筋工業 5,000 －2406無法

筋１
三重県松阪市嬉野一志町６６０〒515-2305

矢野　孝則013979

TEL 0598-30-5380

ＯＮ　ＴＨＥ　ＣＡＤ　ＭＩＲＡＩ（株） 12,050 －2406有法

筋１
三重県松阪市京町５０８－１（１０１ビル）〒515-0017

大山　幸成013980



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

299頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0598-53-2882

（株）ＭＩＹＡＭＯＴＯ 5,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県松阪市京町一区２３－４〒515-0018

宮本　秀模013981

TEL 090-3255-9089

（株）エムズ 1,005 －2406有法

筋１
三重県多気郡明和町大字山大淀５１３－２〒515-0303

川合　洋一013982

TEL 0598-42-8025

ナカムラ電気設備 －2406無個

電１
三重県松阪市嬉野八田町１８６－１６〒515-2352

中村　洋一013983

TEL 0598-20-2370

脇板金 －2406無個

板１
三重県松阪市萌木町６－１〒515-0087

脇　宣彦013984

TEL 0598-67-5865

山村塗装 －2406無個

塗１
三重県松阪市平成町５０－７〒515-0824

山村　達也013985

TEL 0598-25-1358

光成塗装 －2406無個

塗１
三重県松阪市朝田町１６ＳＩビル１０４〒515-0027

稲森　光生013986

TEL 0598-31-1707

（株）鈴生総建 5,000 －2406無法

建１内１解１
三重県松阪市中央町４５７－１〒515-0019

鈴木　雄也013987

TEL 0598-67-0337

北村住設 －2406無個

管１消１
三重県松阪市春日町１－９３〒515-0078

北村　良和013988

TEL 090-3454-7222

出口工業 －2406無個

と１
三重県松阪市中林町４３９－１０〒515-2111

出口　健太郎013989

TEL 0598-30-5328

（有）山吉建材 5,000 －2406有法

土１
三重県松阪市久保田町７８〒515-0814

坂山　卓也013990

TEL 0598-32-2944

磯田建築 －2406無個

建１
三重県松阪市飯南町深野３３４７－１〒515-1301

磯田　陽平013991

TEL 0598-23-5486

（株）宮園機工 10,000 －2406有法

機１
三重県松阪市大黒田町１８３０－２〒515-0063

宮園　隆貴013992

TEL 0598-32-4338

上山住建 －2406無個

建１大１屋１管１タ１鋼１内１
三重県松阪市飯南町粥見４４４５〒515-1411

上山　覚巳013993
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TEL 0598-42-8820

（株）ベスト・商会 3,000 －2406無法

内１
三重県松阪市嬉野神ノ木町１４６８－３〒515-2357

向井　幸義013994

TEL 0598-29-0344

建築小竹 －2406無個

建１大１
三重県松阪市久保町１７７９－６〒515-0044

小竹　雄大013995

TEL 0598-23-6675

マル栄建築（株） 5,000 －2406無法

建１
三重県松阪市光町１０４３〒515-0051

上岡　栄治013996

TEL 0598-29-6496

（有）双葉電気工事 3,000 －2406無法

電１
三重県松阪市久保町１８５５－８９８〒515-0044

村田　勝013997

TEL 0598-52-3100

ＳＫエンジニアリング（有） 10,000 －2406有法

電１管１
三重県松阪市大口町１５１０－１０〒515-0001

鈴木　敏靖013998

TEL 0596-65-7877

（株）グランデ 5,000 －2406無法

土１建１大１と１石１管１タ１鋼１舗１し１塗１防１内１水１解１
三重県多気郡明和町大字明星２５７３－１〒515-0313

南部　一史013999

TEL 0598-67-4109

村口塗装 －2406無個

塗１
三重県松阪市肥留町５６７－１０〒515-2105

村口　淳014000

TEL 0596-25-1687

西村電気（有） 3,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市宇治浦田３－４５－２〒516-0026

西村　修一014001

TEL 0596-27-0731

（有）三協リフォーム 7,500 －2407無法

塗１防１
三重県伊勢市小俣町湯田１４５４－１〒519-0506

服部　司014006

TEL 0596-22-0693

三重保安商事（株） 10,000 －2407有法

消１
三重県伊勢市上地町２６９１〒516-0051

松本　隆幸014008

TEL 0596-72-8221

（株）昭栄建設 5,000 －2407無法

土１建１大１と１塗１防１
三重県伊勢市小木町４９３〒516-0007

中野　悟014014

TEL 0596-63-9386

朝日重機工業（株） 10,000 －2407無法

土１舗１
三重県伊勢市二見町西１０９５－７７〒519-0607

中尾　猛014015

TEL 0596-25-6221

（有）万助屋板金店 8,000 －2407無法

板１
三重県伊勢市藤里町６６０－５〒516-0043

濱地　喜也014017
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TEL 0596-27-3151

（有）加藤板金 3,000 －2407無法

板１
三重県伊勢市豊川町３２６－７〒516-0042

加藤　修014021

TEL 0598-74-1866

（有）杉村設備 10,000 －2407無法

管１水１
三重県度会郡大紀町崎２４３２－２〒519-2802

杉本　伸喜014024

TEL 0596-22-1356

山本業務店 －2407無個

左１タ１
三重県伊勢市粟野町１１４１〒516-0054

山本　慎一郎014027

TEL 0596-23-7270

東組 －2407無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊勢市朝熊町２７２２－２３〒516-0021

東　貞子014029

TEL 0596-24-2151

（株）いとう 10,000 －2407有法

建１屋１板１解１
三重県伊勢市吹上２－６－３６〒516-0073

伊藤　藤太郎014030

TEL 0596-76-1183

（有）河内建設 5,000 －2407無法

土１と１石１舗１水１
三重県度会郡南伊勢町河内４２３－２〒516-1421

長谷川　雄一014032

TEL 0598-73-3463

大金建設 －2407無個

建１
三重県度会郡大紀町錦７６７－２５〒519-2911

糸川　金嗣014033

TEL 0596-58-3907

（有）巴商事 3,000 －2407無法

塗１
三重県度会郡玉城町日向１３６〒519-0405

中西　昌和014034

TEL 0596-36-0058

（有）伊藤建設 5,000 －2407無法

土１と１管１舗１水１
三重県伊勢市大湊町１０３－１５〒516-0001

伊藤　耕三014035

TEL 0596-38-1115

愛豊建設（株） 68,000 －2407無法

土１建１大１と１舗１
三重県伊勢市西豊浜町１８６１〒515-0505

大仲　信014039

TEL 0596-72-0725

中部建設（株） 30,000 －2407無法

土２建２と２屋２鋼２舗２し２塗２防２内２水２解２
三重県度会郡南伊勢町東宮３９５〒516-1309

田中　秀樹014040

TEL 0596-37-5588

（株）中美建設 10,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市村松町１３８０－１８〒515-0507

中村　淳二014053

TEL 0596-42-1810

（株）アイフク・テック 20,000 －2407無法

電２機１通２消１
三重県伊勢市二見町茶屋３３５－１〒519-0609

阿形　幸信014054
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TEL 0596-36-3744

（株）北川建設 5,000 －2407無法

建１大１
三重県伊勢市田尻町４５９－１〒516-0006

北川　広014060

TEL 0596-25-6308

（有）扇商事 5,000 －2407有法

塗１防１
三重県伊勢市前山町８９４－１３〒516-0044

中野　彰二014061

TEL 0596-36-2047

（有）出口木工 3,000 －2407無法

具１
三重県伊勢市下野町１－１〒516-0003

出口　博朗014063

TEL 0598-73-2062

（有）三邦商店 5,000 －2407有法

土１管１水１
三重県度会郡大紀町錦８４－１〒519-2911

西村　大喜014064

TEL 0596-22-0828

森建築 －2407無個

建１
三重県伊勢市川端町２２２－３〒516-0052

森　正二014065

TEL 0596-58-2570

（株）せこ住研 25,000 －2407有法

建１
三重県度会郡玉城町蚊野２６３３〒519-0431

世古　隆伸014066

TEL 0596-23-2831

（有）島田工務店 5,600 －2407無法

建１
三重県伊勢市勢田町６５６－１７７〒516-0035

島田　英志014067

TEL 0596-28-1944

（有）友成産業 3,000 －2407無法

土１と１石１舗１水１
三重県伊勢市楠部町乙１０４７－１５〒516-0014

上村　正裕014071

TEL 0599-65-3434

勢洲電機 －2407無個

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１塗１水１消１解１
三重県度会郡南伊勢町伊勢路字太田３６３６〒516-0112

瀬野　直樹014080

TEL 0596-38-1288

（株）エフシーテクノ 10,000 －2407無法

通１
三重県伊勢市村松町１３８９－１８〒515-0507

中野村　好文014082

TEL 0596-36-3359

（有）鈴木電気工事 5,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市馬瀬町５４９－１４〒516-0002

鈴木　茂014085

TEL 0596-25-9764

（有）田岡建設 5,000 －2407無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県伊勢市小俣町宮前２０５－６〒519-0504

田岡　暁014090

TEL 0596-37-0853

ヤマニ建築 －2407無個

建１
三重県伊勢市東豊浜町１３８０〒515-0502

中村　義広014093
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TEL 0596-24-1290

（有）大松建設 8,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市小俣町宮前６３４〒519-0504

高橋　弘和014102

TEL 0596-37-6003

（有）タカト住宅 3,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市村松町１３７５－８〒515-0507

玉分　峰幸014103

TEL 0596-62-1296

インテリア東出 －2407無個

内１
三重県度会郡度会町大野木６２９〒516-2102

東出　幸浩014107

TEL 0596-25-3834

（有）山利工業 5,000 －2407無法

内１
三重県伊勢市御薗町高向２６１８〒516-0805

森北　竜二014108

TEL 0596-58-7417

（株）奥井組 5,000 －2407無法

建１大１と１内１
三重県度会郡玉城町中楽５０８－３〒519-0412

奥井　歌都満014109

TEL 0596-23-9145

（有）ドローイング伊勢 3,000 －2407有法

土１と１鋼１舗１塗１解１
三重県伊勢市一色町１１０－１〒516-0011

福田　佳昭014112

TEL 0596-38-1688

（有）伊勢地摂 12,000 －2407無法

土１建１大１と１屋１タ１舗１し１内１水１
三重県伊勢市磯町１２５２〒515-0504

金森　聡一郎014120

TEL 0596-52-6355

ハウストピア南勢（株） 10,000 －2406無法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県多気郡明和町平尾４９９－５８〒515-0311

高瀬　常充014121

TEL 0596-39-1831

（有）平成工業 3,000 －2407無法

内１
三重県伊勢市津村町白木７３３－８〒516-1103

山本　純一014126

TEL 0596-27-0807

（株）福井建設 3,000 －2407無法

土１と１舗１水１
三重県伊勢市粟野町８２８〒516-0054

福井　進也014128

TEL 0596-22-5232

（有）ユニティー 15,000 －2407無法

土１と１管１舗１し１水１消１解１
三重県伊勢市鹿海町６２９〒516-0013

山本　克成014135

TEL 0596-28-2033

伊勢橋本瓦斯（株） 10,000 －2407有法

管１
三重県伊勢市中島２－１９－１２〒516-0067

橋本　豊史014139

TEL 0596-65-0500

（有）羽根総合工務 3,000 －2407無法

土１と１鋼１舗１水１
三重県度会郡度会町長原２０－４〒516-2115

長谷川　靖延014144
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TEL 0598-86-2444

（有）タキハラムセン 3,000 －2407有法

電１管１通１
三重県度会郡大紀町阿曽４４３〒519-2704

村田　英紀014146

TEL 0598-82-1685

神田熔接（有） 5,000 －2407有法

と１管１鋼１
三重県度会郡大紀町三瀬川２４４－３〒519-2702

神田　芳基014154

TEL 0596-28-4531

藤原屋 －2407無個

内１
三重県伊勢市河崎３－６－５〒516-0009

中津　修一014158

TEL 0596-27-0118

（有）トップ設備工業 8,000 －2407無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１消１
三重県伊勢市小俣町湯田１１１１〒519-0506

岸端　正実014161

TEL 0596-58-6716

（株）佑成産業 20,000 －2407無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
三重県度会郡玉城町日向字梅ノ木１８３－３〒519-0405

岡山　典晃014162

TEL 0596-23-2929

梅田建設（有） 10,000 －2407有法

土１と１舗１解１
三重県伊勢市前山町９９９〒516-0044

梅田　成壽014165

TEL 0596-55-6555

（株）カワチョー 48,000 －2406有法

機１
三重県多気郡明和町大字山大淀１５５３－６〒515-0303

川面　長司014166

TEL 0596-58-3331

（有）玉幸住設 3,000 －2407無法

土１建１と１電１管１舗１園１水１
三重県度会郡玉城町佐田７０７〒519-0414

木村　幹014183

TEL 0596-25-1306

（株）サンスイ 10,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市小俣町宮前９〒519-0504

新美　剛014187

TEL 0599-66-1257

（有）金光設備工業 3,000 －2407有法

土１管１
三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦２０６－５〒516-0101

溝口　秀樹014189

TEL 0596-23-2324

（株）石塚 30,000 －2407有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県伊勢市神田久志本町１７１７－２〒516-0016

石塚　元014191

TEL 0596-24-7424

（有）石川塗装 5,000 －2407無法

塗１防１
三重県伊勢市船江３－１３－２〒516-0008

石川　匡洋014197

TEL 059-350-8115

（有）日創 3,000 －2402有法

塗１防１
三重県四日市市北町７－１３〒510-0081

山本　雅也014203
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TEL 0596-27-1260

（株）ヤマト計画 10,000 －2407無法

土１建１と１鋼１舗１解１
三重県伊勢市宮町１－１８－２３〒516-0077

山下　直久014206

TEL 0598-85-0375

（株）ウメダハウジング 10,000 －2407無法

建１
三重県度会郡大紀町野原２５０〒519-2731

梅田　喜文014210

TEL 0596-28-6131

宮本建設（株） 30,000 －2407有法

土２建２と２鋼２舗２し２水２解２
三重県伊勢市辻久留３－５－５２〒516-0066

稲葉　雄一014219

TEL 0596-72-8777

（有）アルファコーポレーション 3,000 －2407無法

土１と１舗１塗１
三重県伊勢市村松町１３８１－１８〒515-0507

新谷　博英014226

TEL 0596-21-5061

（株）アックス三重 20,000 －2407無法

電１機２通１
三重県伊勢市吹上２－２－５〒516-0073

石川　雄一郎014228

TEL 0596-28-9279

（有）長谷川総建 3,000 －2407無法

土１と１石１鋼１舗１水１
三重県伊勢市藤里町６８－２６４〒516-0043

長谷川　洋昭014236

TEL 0596-23-8744

南シーリング（有） 4,000 －2407無法

建１と１塗１防１内１
三重県伊勢市浦口１－３－７〒516-0062

田畑　知014238

TEL 059-234-1122

（株）サンクスホーム 10,000 －2404有法

建１
三重県津市高茶屋小森上野町１３６２－３〒514-0816

　堂　清014245

TEL 0596-25-7692

（有）藤本建設 3,000 －2407無法

土１左１と１舗１
三重県伊勢市一宇田町３０２〒516-0022

藤本　明014246

TEL 0596-29-2237

（有）吉村建設 3,500 －2407無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県伊勢市小俣町相合１２５０－１〒519-0502

吉村　友成014251

TEL 0596-25-7872

藤原アルミ販売 －2407無個

具１
三重県伊勢市前山町１２８３〒516-0044

藤原　敏弘014252

TEL 0596-22-0082

（株）中谷シャープ電化センター 10,000 －2407有法

電１管１通１
三重県伊勢市黒瀬町１５９７－３〒516-0018

中谷　肇014253

TEL 0596-28-1777

（有）東海建設工業 3,000 －2407無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊勢市御薗町高向３３１－３〒516-0805

尾﨑　千尋014257
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TEL 0596-24-3586

ヤマグチ建築企画 －2407無個

建１
三重県伊勢市神田久志本町１５９０－１０〒516-0016

山口　和巳014264

TEL 0598-72-2324

（有）奥出建具店 3,000 －2407無法

具１
三重県度会郡大紀町大内山字古座谷口１６００〒519-3111

奥出　誠伸014268

TEL 0596-77-0833

（株）松建 3,000 －2407無法

土１と１管１舗１し１塗１水１
三重県度会郡南伊勢町小方竈８３－３〒516-1532

山下　晃生014274

TEL 0596-24-0151

橋爪建材（株） 10,000 －2407有法

土１建１大１と１石１屋１電１管１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
三重県伊勢市小俣町明野１７２０－１〒519-0501

橋爪　義武014279

TEL 0596-36-3097

河口設備 －2407無個

管１
三重県伊勢市大湊町２２０－３３〒516-0001

河口　吉郎014281

TEL 0596-39-1499

（有）中西塗装 3,000 －2407無法

塗１
三重県伊勢市津村町１６６３－１３〒516-1103

中西　久幸014285

TEL 0596-62-0171

大西鉄骨 －2407無個

建１鋼１
三重県度会郡度会町棚橋１３９８〒516-2103

大西　輝明014288

TEL 0596-65-6668

（株）ナカムラ工務店 10,000 －2407有法

土１建１
三重県伊勢市曽祢２－１１－８〒516-0078

中村　博光014291

TEL 0596-39-0260

（有）高商事 7,000 －2407有法

土１建１と１石１鋼１舗１園１水１解１
三重県伊勢市佐八町１６８３－１〒516-1102

高垣内　直014293

TEL 0596-22-6996

東洋プラント（株） 10,000 －2407有法

土１建１と１管１舗１水１清１
三重県伊勢市御薗町長屋２２１２〒516-0804

松平　仁014294

TEL 0599-66-1218

西井建築工務店 －2407無個

建１
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦１７５３〒516-0101

西井　進一014297

TEL 0598-86-2471

（有）小野建設 3,000 －2407無法

土１建１と１石１舗１水１
三重県度会郡大紀町阿曽２４０６－２〒519-2704

小野　賢二014298

TEL 0596-22-7708

（株）ユキテクノ 10,000 －2407有法

土１と１管１鋼１機１
三重県伊勢市朝熊町４３８３－３３３〒516-0021

濱條　幸久014300
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TEL 0596-58-7770

（有）しんよう土建 3,000 －2407無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県度会郡玉城町佐田１２０６－２〒519-0414

村木　眞014301

TEL 0596-24-9955

（株）世古口建設南勢処分場 35,000 －2407有法

土１と１舗１解１
三重県伊勢市勢田町６１２－７〒516-0035

世古口　真彦014302

TEL 0596-36-2955

ツダアトミック（株） 15,000 －2407無法

土１電１管１機１
三重県伊勢市大湊町６１２〒516-0001

津田　裕也014303

TEL 0596-76-1280

濵地建築 －2407無個

建１
三重県度会郡南伊勢町神前浦３４３－２０〒516-1422

濵地　康弘014304

TEL 0596-21-4111

（株）橋本興産 10,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市小俣町湯田１９９－１〒519-0506

橋本　郁男014306

TEL 0596-23-2201

（株）三重サプライ 20,000 －2407有法

と１
三重県伊勢市上地町４７５６－１〒516-0051

松井　直樹014308

TEL 0596-62-0181

久保田土木 －2407無個

土１
三重県度会郡度会町棚橋８７－２〒516-2103

久保田　登男014310

TEL 0596-28-1620

中文塗装 －2407無個

塗１
三重県伊勢市小俣町宮前４６４－４０〒519-0504

中村　勝生014311

TEL 0596-38-1138

（有）竹内堂テクニカル 5,000 －2407無法

管１
三重県伊勢市村松町１７－４〒515-0507

竹内　健二014312

TEL 0596-36-2119

（株）ササキ工務店 5,000 －2407無法

土１左１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊勢市御薗町王中島５６４－３〒516-0803

佐々木　稔014314

TEL 0596-58-0002

（有）都設備 3,000 －2407無法

土１と１石１管１舗１水１
三重県度会郡玉城町勝田３０８６－１〒519-0433

福本　賢太014321

TEL 0596-23-5767

（有）モリ電設 3,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市勢田町７４０－４１〒516-0035

守田　弘之014323

TEL 0596-24-7936

（有）侑馬 5,000 －2407無法

土１と１
三重県伊勢市一宇田町３９７－３〒516-0022

植村　義昭014325
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TEL 0596-36-0240

ヤマモト建設 －2407無個

建１
三重県伊勢市小木町２８４〒516-0007

山本　和生014326

TEL 0596-24-3628

（株）オクヤマ 5,000 －2407無法

土１左１と１舗１
三重県伊勢市小俣町本町４３〒519-0505

大西　幸弘014330

TEL 0596-37-3706

（株）川北工業 10,000 －2407無法

鋼１機１
三重県伊勢市柏町１７２４〒515-0508

川北　貞行014332

TEL 0596-37-6770

南勢ポンプ（株） 5,000 －2407無法

左１と１
三重県伊勢市村松町１３８０－１１〒515-0507

大西　功二014333

TEL 0596-39-0395

（有）文化シャッター南勢販売 5,000 －2407無法

具１
三重県伊勢市佐八町６６５〒516-1102

小林　浩014337

TEL 0596-36-6205

（有）スガヌマ企画 5,000 －2407無法

建１大１屋１タ１内１
三重県伊勢市大湊町１７７－２５〒516-0001

菅沼　清014338

TEL 0596-37-5775

（有）ライジングステンレス 3,000 －2407無法

鋼１板１
三重県伊勢市村松町１３８９－５〒515-0507

山本　正治014340

TEL 0596-37-4175

（有）タクミ 3,000 －2407無法

と１
三重県伊勢市西豊浜町３３４－２〒515-0505

西田　巧014341

TEL 0596-24-7871

庄鉄工所 －2407無個

鋼１
三重県伊勢市宇治浦田１－２１－８〒516-0026

庄　保男014342

TEL 0596-36-1958

カネヨシ建行 －2407無個

建１
三重県伊勢市小木町２７９〒516-0007

植村　由紀夫014343

TEL 0596-22-0908

（有）伊勢テクノ 5,000 －2407無法

土１と１
三重県伊勢市中村町桜ヶ丘１００－３３〒516-0028

岡野　洋014344

TEL 0596-20-2410

にしいホーム －2407無個

建１
三重県伊勢市藤里町５５５〒516-0043

西井　勇蔵014352

TEL 0596-58-6876

（有）永井電気工事 3,000 －2407無法

電１管１消１
三重県度会郡玉城町勝田１６１６〒519-0433

永井　章三014353



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

309頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0596-37-0115

楠木建設 －2407無個

土１建１と１管１舗１水１
三重県伊勢市西豊浜町１８９９〒515-0505

楠木　豊014354

TEL 0596-53-0555

（有）カツマタ 5,000 －2407無法

土１建１と１
三重県伊勢市小俣町明野１６２０－９〒519-0501

勝又　ひとみ014357

TEL 0599-67-0137

建築板金向出 －2407無個

板１
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦３０４－３〒516-0101

向出　洋二014364

TEL 0596-58-7585

（有）西和建設 3,000 －2407有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県度会郡玉城町勝田３２５４〒519-0433

松下　敏男014365

TEL 0596-36-2104

（株）ゴーリキ 10,000 －2407有法

と１鋼１機１
三重県伊勢市大湊町１１２５－１０〒516-0001

強力　雄014367

TEL 0596-58-3561

中川土木 －2407無個

土１大１と１
三重県度会郡玉城町勝田３１７２－２〒519-0433

中川　良美014369

TEL 0596-24-1334

（株）シモオカ設備 10,000 －2407無法

土１管１水１消１
三重県伊勢市古市町２－３〒516-0033

下岡　龍一014372

TEL 0596-25-2141

山勝工業 －2407無個

建１管１機１
三重県伊勢市通町１３２８－１〒516-0012

薮谷　昭勝014381

TEL 0596-76-1159

ＫＳアクアテック －2407無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県度会郡南伊勢町河内３１１－３〒516-1421

南　賢014382

TEL 0596-37-4591

マル徳 －2407無個

左１と１
三重県伊勢市小俣町明野２８９－１３〒519-0501

西村　徳次014383

TEL 0596-72-1983

イケグチスポーツ －2407無個

土１機１
三重県度会郡南伊勢町東宮３２８６〒516-1309

池口　正善014385

TEL 0596-36-2942

伊勢塗装 －2407無個

塗１
三重県伊勢市下野町２１４－２〒516-0003

前原　正014386

TEL 0596-24-1038

（有）中川冷機 3,000 －2407無法

管１
三重県伊勢市小俣町湯田７７６－２〒519-0506

中川　昌洋014390



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

310頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0596-58-4158

大西建設 －2407無個

建１大１
三重県度会郡玉城町矢野９３２－１〒519-0435

大西　龍也014392

TEL 0596-36-1218

セイワ設備 －2407無個

土１管１
三重県伊勢市御薗町王中島４３６－１〒516-0803

井岡　博014393

TEL 0596-39-8901

（有）ハーム建設 3,000 －2407無法

建１大１
三重県伊勢市円座町１５７６〒516-1108

橋村　泰之014396

TEL 0596-20-6530

翔建工業（有） 3,000 －2407無法

土１と１管１鋼１舗１し１塗１園１水１
三重県伊勢市勢田町３０２－６８〒516-0035

山本　裕014397

TEL 0596-36-0140

（有）メーホー通信システム 5,000 －2407無法

通１
三重県伊勢市大湊町１０３－３９〒516-0001

豊田　喜嗣014398

TEL 0598-74-1637

（有）大紀環境クリーンサービス 5,000 －2407有法

管１
三重県度会郡大紀町柏野１５４－１〒519-2801

小野　充014402

TEL 0596-65-7015

秀英工業（株） 10,000 －2407有法

管１鋼１
三重県伊勢市田尻町５２７〒516-0006

浅井　洋哉014403

TEL 0596-65-0528

（有）小林建設 3,000 －2407無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県度会郡度会町市場２２４〒516-1242

小林　千代文014404

TEL 0596-65-0660

御村建築 －2407無個

建１
三重県度会郡度会町南中村４４７〒516-1244

御村　幸好014405

TEL 0599-66-2552

（有）工建設工業 3,000 －2407無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県度会郡南伊勢町下津浦３９０－１〒516-0105

右田　信彦014406

TEL 0596-36-2212

中南勢清掃（有） 6,000 －2407有法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１解１
三重県伊勢市御薗町新開９６－４〒516-0802

角前　政見014407

TEL 0596-39-0736

中井建築 －2407無個

建１
三重県伊勢市円座町１４８８〒516-1108

中井　浄二014414

TEL 0596-38-0056

（有）南三重アルミ販売 3,000 －2407無法

具１
三重県伊勢市東大淀町５０４０－２〒515-0509

阪本　兼司014415



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

311頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0596-36-2222

（株）松井鉄工所 90,000 －2407有法

機１
三重県伊勢市竹ヶ鼻町７０〒516-0005

松井　敏文014417

TEL 0596-24-7074

（有）中川組 3,000 －2407無法

と１
三重県伊勢市上地町１７０７〒516-0051

中川　幸秀014418

TEL 0596-65-0565

小谷産業（有） 8,000 －2407有法

土１と１舗１し１水１
三重県度会郡度会町小萩１２〒516-1247

東　加代014419

TEL 0596-64-0082

（有）ナカムラ電気設備 3,000 －2407無法

電１
三重県度会郡度会町長原３９０〒516-2115

中村　徹也014420

TEL 0596-58-9200

（株）ＹＳＫ 10,000 －2407有法

建１
三重県度会郡玉城町勝田３５９１－２〒519-0433

山口　幸範014421

TEL 0596-35-0666

（有）榊原塗装 3,000 －2407無法

塗１
三重県伊勢市磯町２２１１〒515-0504

榊原　義之014422

TEL 0596-58-8338

（株）バンスイ 30,000 －2407無法

管１
三重県度会郡玉城町原２９６３－１〒519-0438

佐藤　雅彦014428

TEL 0596-27-8822

（有）ハントヴェルク未来工房 5,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市黒瀬町１０５〒516-0018

櫻谷　剛久014430

TEL 0296-37-6575

（有）ディープラザ伊勢 5,000 －2407無法

建１大１屋１管１タ１内１
三重県伊勢市小俣町明野５６８－３〒519-0501

中村　裕紀014431

TEL 0596-58-8250

（有）三重産業 3,000 －2407無法

と１
三重県度会郡玉城町原１６１６－１０〒519-0436

中西　潤014434

TEL 0596-24-0130

川口工芸 －2407無個

塗１
三重県伊勢市上地町４０９５－２〒516-0051

川口　剛014436

TEL 0598-72-2927

（有）南勢地区保安センター 3,000 －2407有法

土１管１水１
三重県度会郡大紀町大内山３２３－２〒519-3111

薗部　良014440

TEL 0596-76-0332

（有）石川 5,000 －2407無法

土１と１舗１解１
三重県度会郡南伊勢町村山９６８〒516-1423

石川　智恵014442



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

312頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0598-72-2111

（有）中森塗装店 3,000 －2407無法

塗１
三重県度会郡大紀町大内山３１０４〒519-3111

中森　明義014443

TEL 0596-37-0273

エフ，コンストラクション －2407無個

建１大１
三重県伊勢市村松町字明野１３６５－３０〒515-0507

藤村　泰正014444

TEL 0596-22-9466

出口建築 －2407無個

建１
三重県伊勢市一色町６２９－２〒516-0011

出口　直矢014445

TEL 0596-22-4064

吉田建築 －2407無個

建１
三重県伊勢市黒瀬町１２７７－２〒516-0018

吉田　幸兵014446

TEL 0596-42-1207

（有）金谷工務店 3,000 －2407無法

建１大１屋１タ１内１
三重県伊勢市二見町西１６２６－２〒519-0607

金谷　恵介014452

TEL 0596-36-8810

（有）エムデンキ 3,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市小木町字箕曲１３６〒516-0007

湊川　恒之014458

TEL 0599-66-0107

（有）中西電機商会 3,000 －2407有法

電１管１
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦３８３１〒516-0101

中西　尚富014459

TEL 0596-58-9191

（株）大勇建築 1,000 －2407無法

建１大１
三重県度会郡玉城町下田辺５３６－２〒519-0416

中西　勇史014462

TEL 0596-20-2022

（株）エー・アシスト 25,000 －2407有法

通１
三重県伊勢市辻久留２－２－１９〒516-0066

藪野　裕道014463

TEL 059-327-6880

（有）大勢 3,000 －2402無法

土１と１舗１水１解１
三重県四日市市新町６－２〒510-0092

大西　克典014464

TEL 0599-65-3070

（有）ＭＩＧＩＴＡ 10,000 －2407無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県度会郡南伊勢町内瀬１２４６〒516-0111

右田　いづみ014465

TEL 0596-64-0015

（株）ウエムラ 20,000 －2407無法

土１と１舗１水１
三重県度会郡度会町注連指１９６３－２〒516-2119

上村　美咲014467

TEL 0596-22-1780

（有）賢匠 3,050 －2407無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県伊勢市御薗町高向２１２２－４〒516-0805

倉世古　真人014473



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

313頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0596-42-0508

（株）浩友 10,000 －2407無法

電１管１
三重県伊勢市二見町西１０９５－４３〒519-0607

江川　浩行014479

TEL 0596-36-1232

（株）山本電気 10,000 －2407有法

建１電１管１
三重県伊勢市大湊町６３８〒516-0001

須永　哲也014480

TEL 0596-26-1022

伊勢水道サービスセンター（有） 5,000 －2407有法

管１水１
三重県伊勢市岩渕１－６－２３〒516-0037

大隅　守014483

TEL 0596-42-1328

（株）工房カズ 5,000 －2407無法

建１左１
三重県伊勢市二見町西８４２－３〒519-0607

西川　和也014485

TEL 0596-25-2188

フルノケミテック（株） 16,000 －2407有法

塗１防１機１
三重県伊勢市上地町大久保２６９１〒516-0051

古野　潔014486

TEL 0596-24-7960

鳶浜田組 －2407無個

と１
三重県伊勢市上地町４８１７－５〒516-0051

　田　充014487

TEL 0596-21-2010

（株）アーキテック建設 5,000 －2407無法

建１大１左１と１屋１タ１塗１防１内１
三重県伊勢市磯町１２９６〒515-0504

酒徳　哲次014488

TEL 0596-22-4215

（株）五十鈴鉄工 5,000 －2407無法

建１管１鋼１
三重県伊勢市一色町５６３〒516-0011

龍田　佳幸014490

TEL 0598-86-2468

阪本内装 －2407無個

内１
三重県度会郡大紀町阿曽１５８３－４〒519-2704

阪本　洋和014491

TEL 0598-48-3373

（有）キャトルウッド 5,000 －2406無法

建１
三重県松阪市嬉野須賀領町５１０〒515-2331

倉森　秀和014493

TEL 0596-62-0602

大西左官・土木（株） 5,000 －2407無法

左１と１
三重県度会郡度会町棚橋１４３１〒516-2103

大西　基規014494

TEL 0598-73-2143

（有）紀勢コンクリート 3,000 －2407有法

土１と１
三重県度会郡大紀町錦６９２－１〒519-2911

谷口　その子014495

TEL 0598-83-3888

（有）上村工業 3,000 －2407無法

屋１内１
三重県度会郡大紀町打見２７８－３〒519-2736

上村　透014496



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0596-36-1533

鈴木設備 －2407無個

管１
三重県伊勢市大湊町９６６－１〒516-0001

鈴木　謙014498

TEL 0598-30-5260

環境システム（株） 10,000 －2406有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市内五曲町１２３－４〒515-0072

前川　為光014500

TEL 0596-36-3688

（株）ユウセイ 6,000 －2407有法

土１建１と１舗１水１
三重県伊勢市大湊町２６４－１５８〒516-0001

南端　哲014504

TEL 0598-84-0988

豊建 －2406無個

土１建１と１舗１
三重県多気郡大台町上三瀬７２０－１〒519-2403

小倉　豊士014505

TEL 0596-24-4740

かわべ緑化 －2407無個

土１園１
三重県伊勢市宇治浦田３－５２－３〒516-0026

河邊　吉明014507

TEL 0596-29-0702

（株）鈴本内装 5,000 －2407無法

内１
三重県伊勢市辻久留３－３４０－５〒516-0066

櫻本　徳太郎014508

TEL 0596-36-2000

ハシテツ（株） 10,000 －2407有法

電１機１
三重県伊勢市下野町６５４－５３〒516-0003

橋本　利一014510

TEL 0596-64-8668

（株）アルバホーム 8,000 －2407無法

建１大１左１と１屋１管１塗１防１内１
三重県伊勢市小俣町湯田５４－３〒519-0504

佐柳　智哉014511

TEL 0598-87-1280

（有）清水建築 3,000 －2407有法

建１
三重県度会郡大紀町永会１６７６〒519-2734

清水　秀樹014517

TEL 0596-62-0458

（有）タカト土地開発 3,000 －2407有法

建１
三重県度会郡度会町棚橋１８６０－３〒516-2103

中嶋　均014519

TEL 0598-72-4117

（株）伊藤建設 9,000 －2407無法

土１大１と１舗１水１解１
三重県度会郡大紀町大内山３７７７〒519-3111

伊藤　恒男014520

TEL 0596-24-9575

井坂業務店 －2407無個

左１
三重県伊勢市中須町４８０－２〒516-0053

井坂　友穂014522

TEL 0596-63-8817

（株）松匠ホーム 2,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市岩渕３－１０－４９〒516-0037

松本　隼人014523



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0596-43-5152

（株）松田電気 5,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市二見町今一色８７４－５１８〒519-0608

松田　吉人014524

TEL 0598-85-0733

（株）丸建組 5,000 －2407有法

土１と１石１舗１水１解１
三重県度会郡大紀町野原１２１６〒519-2731

前山　和孝014525

TEL 0596-22-4141

伊勢市清掃（株） 10,000 －2407有法

土１建１と１管１鋼１舗１し１機１水１解１
三重県伊勢市通町６０５〒516-0012

平川　圭吾014526

TEL 0596-24-9222

（株）セフティージャパン 10,000 －2407有法

電１
三重県伊勢市川端町２３４－１〒516-0052

加藤　有翔014528

TEL 0596-36-6102

（有）三宅 3,000 －2407有法

電１
三重県伊勢市神社港５７２－３０〒516-0004

三宅　正人014529

TEL 0596-36-4320

（株）鈴工 20,000 －2407有法

機１
三重県伊勢市大湊町字西中町６５６－２〒516-0001

牛場　正人014530

TEL 0599-64-3047

（有）藤井鉄工所 3,000 －2407有法

機１
三重県度会郡南伊勢町迫間浦７９５－７〒516-0116

藤井　敏昭014531

TEL 0596-58-4258

ＡＺＵＳＡ －2407無個

建１大１屋１タ１内１
三重県度会郡玉城町上田辺６３３〒519-0417

澤田　安芸子014532

TEL 0596-36-3614

前川建築 －2407無個

建１
三重県伊勢市馬瀬町６８７－１〒516-0002

前川　洋014533

TEL 0596-37-0977

（有）中西クレーン 3,000 －2407無法

と１
三重県伊勢市村松町１３６４－２５〒515-0507

中西　林一郎014534

TEL 0596-22-3372

成川業務店 －2407無個

左１タ１
三重県伊勢市黒瀬町８４１－１〒516-0018

成川　浩人014535

TEL 0596-43-4173

（株）コーキ電気 5,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市二見町今一色１０４－１〒519-0608

世古口　幸樹014536

TEL 0596-37-5780

きたはま建築 －2407無個

建１
三重県伊勢市東大淀町１８－３〒515-0509

舛本　正樹014537



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0598-83-2958

（有）奥伊勢廃材センター 3,000 －2407有法

土１と１
三重県度会郡大紀町野添７８２－３〒519-2732

中倉　治久014538

TEL 0596-36-6813

大貴産業 －2407無個

と１解１
三重県伊勢市小木町４６５－３〒516-0007

小島　康彦014539

TEL 0596-21-1800

（株）ビーディホーム 5,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市中島１－６－４〒516-0067

濱口　和也014540

TEL 0596-22-5053

（有）好成 3,000 －2407無法

塗１
三重県伊勢市御薗町長屋１６７１〒516-0804

中西　幸治014541

TEL 0596-36-3158

（株）南平造船所 24,000 －2407有法

鋼１
三重県伊勢市大湊町９３７－１〒516-0001

南平　武士014542

TEL 0596-62-2117

（株）アイ・コーポレーション 30,000 －2407有法

土２と２舗２水２
三重県度会郡度会町平生１３９３－１〒516-2105

小山　時生014544

TEL 0596-29-5123

ＪＴＫ（有） 3,000 －2407有法

建１と１電１
三重県伊勢市前山町９６８－１〒516-0044

坂本　忠信014546

TEL 0596-37-1330

フルノ冷凍設備 －2407無個

管１
三重県伊勢市東豊浜町１６２０〒515-0502

古野　義久014547

TEL 0596-58-2024

（有）奥野瓦工業 8,000 －2407無法

屋１
三重県度会郡玉城町矢野９２５〒519-0435

奥野　新014548

TEL 0596-25-5665

トータルインテリアアズマ －2407無個

内１
三重県伊勢市船江３－１３－１〒516-0008

東　久男014549

TEL 0598-20-8772

むらき建築工房（株） 5,000 －2406無法

建１
三重県松阪市曽原町７５６－１１〒515-2112

村木　正春014550

TEL 0596-20-5180

（株）櫻電気工事 10,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市常磐３－１－３４〒516-0041

間宮　誠014552

TEL 0596-58-1515

（株）陽路建設 1,000 －2407無法

土１建１と１舗１
三重県度会郡玉城町原２０１９－３〒519-0438

角　拓明014555
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TEL 0596-64-8020

（株）ＦＩＴＰＬＡＮ 3,000 －2407無法

建１屋１管１鋼１内１
三重県伊勢市小俣町宮前５７３－３〒519-0504

世古　久也014558

TEL 0599-66-0680

高野谷塗装 －2407無個

塗１
三重県度会郡南伊勢町船越７１６〒516-0107

高野谷　均014559

TEL 0596-38-1107

（株）インテリアワークスＭＩＥ 500 －2407無法

内１
三重県伊勢市小俣町明野４０５－１２〒519-0501

山添　行保014560

TEL 0596-36-6830

中世古塗装 －2407無個

塗１
三重県伊勢市御薗町小林１８５３－８〒516-0801

中世古　悟014561

TEL 0596-24-3115

山田清掃（有） 4,500 －2407有法

管１機１
三重県伊勢市中須町７１６－１〒516-0053

平川　泰輔014564

TEL 0596-36-1567

川井建築 －2407無個

建１
三重県伊勢市田尻町２０２〒516-0006

川井　一市014565

TEL 0596-58-6145

建築工房イケヤマ －2407無個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県度会郡玉城町岩出９９９〒519-0425

池山　和良014566

TEL 0596-22-6268

（有）ユルギ 3,000 －2407有法

機１
三重県伊勢市大倉町２５７－１４〒516-1101

中村　元重014568

TEL 0598-85-1993

津田組 －2407無個

土１と１石１管１水１
三重県度会郡大紀町野原４２－１〒519-2731

津田　正文014571

TEL 0596-36-0776

（有）森井工業 3,000 －2407有法

鋼１
三重県伊勢市大湊町８２７〒516-0001

森井　克美014572

TEL 0596-62-0097

（株）三大建設 5,000 －2407無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
三重県度会郡度会町川口４３５〒516-1231

小林　文014573

TEL 0596-24-2276

太田業務店 －2407無個

左１
三重県伊勢市楠部町乙１０４７－１０〒516-0014

太田　博伸014575

TEL 0598-73-3566

谷口工業（有） 3,000 －2407有法

電１機１
三重県度会郡大紀町錦４６４－３〒519-2911

谷口　廉太郎014576
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TEL 0596-25-8759

（有）エヌアール 6,000 －2407有法

土１と１舗１
三重県伊勢市宮川１－４－８〒516-0061

岡山　裕成014577

TEL 0596-29-1919

（株）ＡＮＺＥＮ 3,000 －2407無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県伊勢市神田久志本町１０１１－６〒516-0016

鈴木　昭宏014578

TEL 0596-65-0764

（有）杉本工務店 3,000 －2407無法

土１と１
三重県度会郡度会町柳３４５〒516-1241

杉本　正史014579

TEL 0596-62-0718

コギシ創建 －2407無個

建１
三重県度会郡度会町下久具１６９〒516-2111

小岸　仁実014580

TEL 0598-84-7488

瀬古電気商会 －2407無個

電１
三重県度会郡大紀町金輪３８５－５〒519-2733

瀬古　敏史014582

TEL 0596-21-5200

（有）ヒラマツ 6,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市通町７６－１〒516-0012

平松　健一014583

TEL 0596-24-1017

山晴 －2407無個

建１
三重県伊勢市宮川２－４－５４〒516-0061

山根　孝晴014584

TEL 0596-58-2235

（株）西村塗装 3,000 －2407無法

塗１防１
三重県度会郡玉城町勝田２２０４－７１〒519-0433

西村　貴之014585

TEL 0596-31-1551

れんげメンテナンス（株） 1,000 －2407無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県伊勢市御薗町新開５０７－２〒516-0802

　中　壽栄子014586

TEL 0596-24-0381

（有）ヨシカワ塗装 3,000 －2407無法

塗１
三重県伊勢市勢田町８７３－１〒516-0035

吉川　学014587

TEL 0596-62-1229

（有）伸亜建 5,000 －2407無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県度会郡度会町上久具７０－１〒516-2112

小林　正典014589

TEL 0596-39-0383

（有）山本冷設 3,000 －2407無法

管１
三重県伊勢市佐八町２１４９－４〒516-1102

山本　幸正014590

TEL 0596-25-7879

倉一電気工事 －2407無個

電１
三重県伊勢市勢田町９１３－１〒516-0035

大倉　一人014592
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TEL 0596-43-1010

伊勢建工（株） 10,000 －2407無法

と１タ１内１絶１
三重県伊勢市二見町今一色８７４－２６〒519-0608

石川　周平014593

TEL 0596-22-0667

（株）坂口建設 20,000 －2407無法

土１建１と１管１水１解１
三重県伊勢市鹿海町１２１８－３〒516-0013

坂口　昇014595

TEL 0596-36-3871

風設工房 －2407無個

建１大１屋１管１タ１内１
三重県伊勢市柏町８８６－１〒515-0508

大野　良夫014596

TEL 090-8733-6265

冨田建設 －2407無個

土１と１石１舗１解１
三重県度会郡大紀町永会１１４８－１〒519-2734

冨田　稔014597

TEL 0596-28-5389

刀根設備工業 －2407無個

管１
三重県伊勢市辻久留１－１２－１４〒516-0066

刀根　博美014598

TEL 0597-47-3540

中世古設備 －2410無個

管１
三重県北牟婁郡紀北町東長島３３－１１４〒519-3204

中世古　博014601

TEL 0598-86-2865

（株）美和電工 1,000 －2407無法

電１管１
三重県度会郡大紀町阿曽１５５０〒519-2704

西村　良暢014602

TEL 0596-38-0877

（株）タイセイ・ホームメイク 3,000 －2407無法

土１建１大１と１屋１タ１内１解１
三重県伊勢市村松町１３８０－１１〒515-0507

大西　功二014603

TEL 0596-20-7785

（有）中村不動産販売 3,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市小俣町本町３４１－１３４〒519-0505

仲条　圭司014605

TEL 0596-37-2077

（株）大信建装 3,000 －2407無法

塗１
三重県伊勢市東大淀町３７２９－３〒515-0509

辻本　信吾014606

TEL 0596-62-1553

かけでん（株） 5,000 －2407無法

電１
三重県度会郡度会町川口１２１３〒516-1231

掛橋　忠一014610

TEL 0596-62-3000

インエレック歩（株） 5,000 －2407無法

と１電１
三重県度会郡度会町葛原５９７－７〒516-2101

山路　忠014612

TEL 0596-23-7700

（有）伊勢ネットワーク 5,000 －2407有法

電１通１
三重県伊勢市小俣町新村一ノ岡５５８－８７〒519-0507

中西　修014613
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TEL 0596-72-2466

南伊勢産業（有） 5,000 －2407有法

土１建１と１舗１
三重県度会郡南伊勢町東宮６５－１〒516-1309

松岡　初代014614

TEL 0596-62-1705

エムツー建築工房モリ －2407無個

建１
三重県度会郡度会町立岡４４３－３〒516-2107

森　学014615

TEL 0596-64-8889

曽根工業 －2407無個

絶１
三重県伊勢市宮川２－６－３９〒516-0061

曽根　宏幸014616

TEL 0596-37-4835

（株）空調設備ＭＡＣ 1,500 －2407無法

電１管１
三重県伊勢市東豊浜町４６１２－２〒515-0502

南端　芳美014617

TEL 0596-38-1811

（株）エコネット伊勢センター 3,000 －2407有法

管１
三重県伊勢市東大淀町１２８－１１〒515-0509

中川　吉弘014618

TEL 0596-27-2727

杉山建設 －2407無個

土１と１舗１水１解１
三重県伊勢市宇治浦田２－１７－９〒516-0026

杉山　哉芳014619

TEL 0596-64-8970

（株）ＩＫＭ工業 2,000 －2407無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県伊勢市上地町３３３１〒516-0051

中村　輝美014620

TEL 0596-65-7658

トーシンハウス（株） 10,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市竹ヶ鼻町２３５－１〒516-0005

村田　則武014621

TEL 0596-63-5668

（株）大嘉工業 5,000 －2407無法

土１と１管１鋼１機１水１解１
三重県伊勢市小木町１００－６〒516-0007

加藤　彰014622

TEL 0596-23-8222

永田電気 －2407無個

電１
三重県伊勢市御薗町長屋１６８８－７〒516-0804

永田　恒生014623

TEL 0596-28-9038

（有）奥井塗装 3,000 －2407無法

塗１防１
三重県伊勢市船江２－８－１４〒516-0008

奥井　登014624

TEL 0596-24-7777

（有）ファースト 3,000 －2407有法

と１
三重県度会郡玉城町世古３６２－２〒519-0401

東　晴一014625

TEL 0596-37-5446

（有）伊勢北部建設 5,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市西豊浜町３０４４－６〒515-0505

野呂　保範014626
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TEL 0596-65-6515

（株）サティスホーム伊勢 10,000 －2407無法

建１大１屋１タ１内１
三重県伊勢市小木町５６４－１〒516-0007

一尾　竜一郎014627

TEL 0596-63-8660

（株）ポンプス 10,000 －2407無法

電１管１機１
三重県伊勢市西豊浜町５０６７－１〒515-0505

加茂　智久014628

TEL 0596-65-6443

瓦慶 －2407無個

建１屋１
三重県度会郡玉城町長更１００５－１〒519-0404

栗原　慶太014631

TEL 0596-58-2639

徳田塗装店 －2407無個

と１塗１
三重県度会郡玉城町矢野７５４－１〒519-0435

徳田　健014632

TEL 0596-38-2355

（株）ユーエヌ電工舎 2,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市村松町１３５８－８〒515-0507

松岡　良太014633

TEL 0596-31-1020

（有）ロイスクラブ 3,000 －2407無法

と１
三重県伊勢市大湊町１８４－８〒516-0001

玉木　義孝014634

TEL 0596-22-4849

（有）ナカヤ 6,000 －2407有法

と１
三重県伊勢市二俣１－２０－７〒516-0064

山川　隆行014636

TEL 0596-24-2929

東口塗装工業（株） 3,000 －2407無法

と１塗１防１
三重県伊勢市勢田町９１７－２７〒516-0035

東口　勉014638

TEL 0596-37-5650

奥伸工業 －2407無個

と１解１
三重県伊勢市村松町１－２８〒515-0507

奥野　直昭014640

TEL 0596-36-2692

前原塗装 －2407有個

塗１
三重県伊勢市竹ヶ鼻町９８－１９８〒516-0005

前原　修014641

TEL 0596-37-4921

（株）浜中 5,000 －2407無法

土１建１
三重県伊勢市有滝町２１９３－２〒515-0501

中西　洋子014642

TEL 0596-29-0330

（株）ハウスデコ 5,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市宮後２－９－４４〒516-0072

田畑　一則014643

TEL 0596-65-7629

ヒロホーム －2407無個

大１
三重県度会郡玉城町田丸２１３－１〒519-0415

中村　泰啓014645



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

322頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0596-23-5446

（有）いわ田ガーデン 3,000 －2407無法

土１と１石１舗１塗１園１水１
三重県伊勢市御薗町高向４３３－１〒516-0805

岩田　基介014646

TEL 0596-58-3254

（有）玉城電機商会 3,000 －2407有法

大１電１管１
三重県度会郡玉城町佐田３０２〒519-0414

杉山　元哉014647

TEL 0596-67-5313

ユーケイ設備（株） 2,000 －2407無法

管１
三重県伊勢市村松町１３６３－３５〒515-0507

吉井　崇014650

TEL 0596-37-7181

（株）シンワテクノサービス 20,000 －2407有法

電１
三重県伊勢市西豊浜町１６９２－１〒515-0505

中村　善紀014651

TEL 0596-39-1576

（株）ファミリークリーン 2,000 －2407有法

と１
三重県伊勢市上野町７３５〒516-1104

岡　正朗014653

TEL 0596-39-8008

（株）共結 5,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市佐八町１６６６－８〒516-1102

上村　武敏014654

TEL 0598-31-1050

（株）フジ建 5,000 －2406無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県松阪市山室町２６３０〒515-0052

藤原　竜也014656

TEL 0596-28-0165

平井マシンツール（株） 10,000 －2407有法

機１
三重県伊勢市宮町２－２－１７〒516-0077

平井　宏幸014657

TEL 0596-37-7272

（株）エイド 3,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市村松町字明野１３７５－２２〒515-0507

武富　優一郎014658

TEL 0596-65-6863

（株）ベックセントラルビーライン 5,000 －2407有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
三重県伊勢市中島１－１－６〒516-0067

河中　隆浩014659

TEL 0599-66-0307

志南清掃（株） 10,000 －2407有法

管１機１
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦３９３１〒516-0101

西岡　孝夫014660

TEL 0596-58-4731

中村鉄工所 －2407無個

鋼１
三重県度会郡玉城町原１５５２〒519-0438

中村　彰宏014661

TEL 0596-22-1599

（有）近代清掃社 3,000 －2407有法

管１機１
三重県伊勢市前山町１３１－７〒516-0044

北村　裕彦014662
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TEL 0596-76-1209

（株）松本鉄工所 3,000 －2407無法

建１鋼１
三重県度会郡南伊勢町村山９５８〒516-1423

松本　一治014664

TEL 0598-74-1864

モリタ商会 －2407無個

具１
三重県度会郡大紀町柏野１０７０－３〒519-2801

森田　和則014665

TEL 0596-37-3406

（株）矢形工業所 8,800 －2407無法

建１管１機１
三重県伊勢市御薗町新開６２５－３〒516-0802

矢形　泰司014666

TEL 0596-22-4091

（株）丸達商店 3,000 －2407有法

と１解１
三重県伊勢市御薗町高向１３９１－１〒516-0805

中川　鈴雄014667

TEL 0596-23-2666

村林運送（有） 3,000 －2407有法

と１
三重県伊勢市小俣町湯田１５１７－５〒519-0506

村林　崇生014668

TEL 0596-21-1137

（株）Ｎ－ｓｔｙｌｅ設計室 5,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市二俣３－７－９〒516-0067

西井　信晃014669

TEL 0596-37-1268

大和造園 －2407無個

園１
三重県伊勢市柏町５５７－１〒515-0508

森　達也014670

TEL 0596-24-1903

サワムラホームテクノ －2407無個

建１
三重県伊勢市小俣町宮前５６４〒519-0504

澤村　昭014672

TEL 090-7856-3046

（株）テクノ中村 1,000 －2407無法

土１大１と１石１管１タ１鋼１筋１舗１し１塗１園１水１
三重県度会郡大紀町野原５２６－２〒519-2731

中村　熊郎014673

TEL 0596-27-8821

西井電気（株） 5,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市古市町３５９－２〒516-0033

西井　正宗014674

TEL 0598-83-2553

（有）中西商店 3,000 －2407有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県度会郡大紀町野添３１９〒519-2732

中西　勝幸014675

TEL 0596-65-7345

（株）ソイルフィールド 5,000 －2407無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県度会郡玉城町原１７０４〒519-0438

辻井　孝道014676

TEL 0598-73-3288

谷口電気工事店 －2407無個

電１
三重県度会郡大紀町錦４５６－５〒519-2911

谷口　実修014677
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TEL 0596-23-3920

猪嶋塗装店 －2407無個

と１塗１防１
三重県伊勢市一之木５－１３－３５〒516-0071

猪嶋　正治014678

TEL 0596-28-4651

（株）孫福業務店 5,000 －2407無法

左１
三重県伊勢市浦口１－６－１７〒516-0062

孫福　豊014679

TEL 0596-76-0267

（株）丸亀 10,000 －2407無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県度会郡南伊勢町村山５９６－８５〒516-1423

平谷　俊作014680

TEL 0596-42-0505

中村電気工事 －2407無個

電１
三重県伊勢市二見町西１０１７－４０５〒519-0607

中村　秀次良014681

TEL 0596-24-4029

（有）長藤工業 5,000 －2407無法

管１機１
三重県伊勢市御薗町高向１０３３〒516-0805

長藤　桂子014682

TEL 0596-36-6535

池重興業 －2407無個

土１大１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県伊勢市御薗町上條１１６９－２３〒516-0806

池村　重法014683

TEL 0596-65-7323

（株）福島工業 3,000 －2407無法

板１
三重県伊勢市小俣町湯田９６０〒519-0506

福島　隆二014684

TEL 0596-78-0260

Ｙｏｕ－１工業（株） 1,000 －2407有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県度会郡南伊勢町古和浦２７６－３〒516-1534

岡　保洋014685

TEL 0596-65-6801

（株）マミテック 3,000 －2407無法

解１
三重県伊勢市二俣１－１５－８〒516-0064

間宮　一彦014686

TEL 0596-65-5290

（株）Ｙ’ ｓ　ｈｏｍｅ 5,000 －2407有法

建１大１屋１タ１内１
三重県伊勢市一之木４－８－１９〒516-0071

山本　陽介014687

TEL 0599-65-3133

双栄電気 －2407無個

電１機１
三重県度会郡南伊勢町内瀬８０－１〒516-0111

山川　隆弘014688

TEL 0596-25-2451

河辺タタミ兄弟商会 －2407無個

内１
三重県伊勢市小俣町湯田８５０〒519-0506

河邉　剛文014689

TEL 0596-23-9200

電正設備（有） 3,000 －2407有法

電１管１消１
三重県伊勢市岡本２－８－１２〒516-0036

中西　正014690
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TEL 0596-28-9315

阿創建設 －2407無個

土１と１舗１水１
三重県伊勢市神久５－８－３１〒516-0017

森　郁也014691

TEL 0596-58-5806

（株）ＧＢＬｏｖｅｒｓ 5,000 －2407無法

建１
三重県度会郡玉城町佐田４２２－３〒519-0414

久保　昌木014692

TEL 0596-63-6788

（株）濱電ネットワーク 1,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市御薗町高向３３５７－１〒516-0805

濱地　浩司014693

TEL 0596-24-7075

カネセイ（合） 3,000 －2407無法

と１
三重県伊勢市中須町１０２９－１〒516-0053

堤　陽平014694

TEL 0596-58-2059

中野建具 －2407無個

具１
三重県度会郡玉城町原８６５〒519-0438

中野　慎也014696

TEL 0596-37-2236

ファームハマグチ（有） 3,000 －2407有法

土１と１
三重県伊勢市村松町３９８２－１〒515-0507

濱口　祐彦014697

TEL 0596-63-5375

（株）ＮＢＣ 1,000 －2407無法

土１建１舗１水１解１
三重県伊勢市辻久留町５３７－２〒516-0046

鈴木　雄一朗014698

TEL 0596-63-8914

早川電気工事 －2407無個

電１
三重県伊勢市旭町２３６－７〒516-0045

早川　元弘014699

TEL 0596-42-1180

（有）イシハラ建材 5,000 －2407有法

内１
三重県伊勢市二見町溝口４８５－１１〒519-0605

石原　由夫014700

TEL 0596-39-1133

（株）Ｎ．Ｐ．Ｗ技研 44,000 －2407有法

機１
三重県伊勢市佐八町８９４〒516-1102

山本　将之014701

TEL 0596-25-5420

おくの総建 －2407無個

土１建１と１
三重県伊勢市一之木５－１３－２５〒516-0071

奥野　勇治014702

TEL 0596-64-8331

大井工業 －2407無個

と１
三重県伊勢市小俣町相合１２５９－２〒519-0502

大井　勇樹014703

TEL 0596-63-6710

（株）叶夢建設 5,000 －2407無法

建１大１左１と１石１屋１電１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県伊勢市植山町４４〒515-0506

伊豆　貴文014704
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TEL 0596-26-3081

未来屋マナ（株） 3,000 －2407無法

内１
三重県伊勢市岡本２－５０７－１２〒516-0036

中井　保生014705

TEL 0596-22-6869

浜砂建築 －2407無個

大１
三重県伊勢市小俣町宮前６７３－４〒519-0504

浜砂　智也014706

TEL 0596-39-1657

はね空調（株） 5,000 －2407無法

電１管１
三重県伊勢市円座町１１５９－１〒516-1108

羽根　大吾014707

TEL 0596-22-2266

トータルホームプランニング創 －2407無個

建１大１屋１
三重県伊勢市中村町１２５８〒516-0028

田中　信也014708

TEL 0596-65-5128

田村塗装工業 －2407無個

塗１防１
三重県度会郡玉城町中角２７４－１〒519-0426

田村　直人014709

TEL 0596-58-3302

（株）坂口設備 5,000 －2407有法

管１
三重県度会郡玉城町下田辺１０７５〒519-0416

坂口　誠014710

TEL 0596-65-6062

北村機工（株） 1,000 －2407有法

管１機１
三重県伊勢市柏町６４２－１〒515-0508

北村　直紀014711

TEL 0596-27-0093

北岡建築 －2407無個

大１
三重県伊勢市小俣町新村３３４〒519-0507

北岡　春彦014712

TEL 0596-58-2972

（株）コンドウ電器 3,000 －2407有法

電１管１通１
三重県度会郡玉城町佐田７３３－１９〒519-0414

近藤　浩規014714

TEL 0596-39-0144

大吉建設（有） 20,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市佐八町１６９４－８〒516-1102

松尾　凌成014715

TEL 0596-42-2988

（株）ナカバヤシ 5,000 －2407無法

と１機１解１
三重県伊勢市二見町光の街１０２３－３〒519-0611

中林　勇太014716

TEL 05967-6-0305

中村建築 －2407無個

建１大１
三重県度会郡南伊勢町小方竈１００－６〒516-1532

中村　恒二014717

TEL 0596-28-0217

髙橋工業 －2407無個

具１
三重県伊勢市辻久留１－１－２５〒516-0066

髙橋　正幸014718
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TEL 0596-23-7989

小場佐内装 －2407無個

内１
三重県伊勢市上地町４７５８－１〒516-0051

小場佐　薫014719

TEL 0596-36-5760

（株）カメイクラフツサービス 1,000 －2407無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県伊勢市大湊町１１１８－１５５〒516-0001

亀井　敏也014720

TEL 0596-25-5928

エアコーン（株） 5,000 －2407無法

管１
三重県伊勢市楠部町９３－５〒516-0014

竹中　弘014721

TEL 0598-84-7171

（株）アース・コンストラクション 40,000 －2407無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県度会郡大紀町金輪字西辻３８４－９〒519-2733

小林　直幸014722

TEL 0596-21-2560

（株）三友工業 1,000 －2407無法

鋼１
三重県度会郡玉城町久保３３８〒519-0411

中西　康夫014723

TEL 0596-65-5278

（株）ＮＥＸＴ 500 －2407無法

と１
三重県伊勢市古市町２２０－３〒516-0033

川端　啓介014724

TEL 0596-38-0238

（有）石原電気工事 3,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市植山町５７－１〒515-0506

石原　信生014725

TEL 0596-29-5783

（株）ウエルテック 3,000 －2407無法

管１
三重県伊勢市黒瀬町５１６－６〒516-0018

古田　英資014726

TEL 0596-63-6855

（株）風木家 3,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市吹上１－８－２５〒516-0073

堤　美澄014727

TEL 0596-64-8907

（株）ＫＡＴＡＯＫＡ 1,000 －2407無法

と１
三重県伊勢市上地町１１７４－１〒516-0051

片岡　響014728

TEL 0596-34-0703

（株）細木電気工事 3,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市小俣町湯田８０４－２〒519-0506

細木　忠014729

TEL 0596-63-5593

（株）ＡＭＡＺＥ 10,000 －2407有法

電１
三重県伊勢市小木町７０７－１〒516-0007

入江　豪014730

TEL 0596-67-5668

（株）松井組 9,990 －2407無法

と１解１
三重県伊勢市神久１－５－１２－１〒516-0017

松井　英紀014731
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TEL 0596-37-1346

（株）奥田建築 1,000 －2407無法

建１大１
三重県伊勢市東豊浜町３４２０－３〒515-0502

奥田　和利014732

TEL 0596-37-5378

黎建 －2407無個

建１大１
三重県伊勢市柏町１７２９－４３〒515-0508

加藤　聡014733

TEL 0596-58-2283

（株）竜川組 1,000 －2407無法

土１と１舗１
三重県度会郡玉城町田宮寺２４６－２〒519-0434

竜川　美聡014734

TEL 0596-25-0771

（株）ＭＫ不動産企画 5,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市小俣町相合５５６－５〒519-0502

井澤　誠014735

TEL 0596-65-6445

（株）ｇｌｅｅｚ 3,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市小俣町明野５３０－２〒519-0501

東　亜久里014736

TEL 0596-24-9550

（株）翔栄 5,000 －2407無法

と１舗１
三重県伊勢市小俣町明野１７４７〒519-0501

前川　幸秀014737

TEL 0596-58-1814

佐藤工業 －2407無個

大１と１
三重県度会郡玉城町蚊野２２１６－１０９〒519-0431

佐藤　誠014738

TEL 0596-29-5589

源興業 －2407無個

管１
三重県伊勢市神久６－２－２７　プライムツリーＡ－１０１号室〒516-0017

満仲　孝長014739

TEL 0596-37-1588

（株）北嘉組 30,000 －2407無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県伊勢市西豊浜町４７６３－１２〒515-0505

北村　嘉崇014740

TEL 0596-62-1668

（有）油家電気工業 3,000 －2407無法

電１
三重県度会郡度会町大野木２５２４－４〒516-2102

油家　顕史014741

TEL 0596-43-3879

（有）白井冷機 3,000 －2407無法

管１
三重県伊勢市二見町山田原１０８－３〒519-0604

白井　隆014742

TEL 0596-42-2718

（株）はせがわ塗装 500 －2407無法

と１塗１防１
三重県伊勢市二見町光の街１００２－４〒519-0611

長谷川　智014743

TEL 0596-63-5425

（株）ＳＭＨＤ 1,000 －2407有法

土１と１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県伊勢市竹ヶ鼻町３３５〒516-0005

原田　謙014744



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

329頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0596-28-6165

（株）ＴＯＳＨＩＮ 1,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市川端町３１２〒516-0052

東　伸太郎014745

TEL 0596-25-2945

北村設備 －2407無個

管１
三重県伊勢市御薗町高向２４９９〒516-0805

北村　幸也014746

TEL 0598-73-3462

（株）ＩＢＥＥ 1,000 －2407有法

土１と１舗１
三重県度会郡大紀町錦５８１－１〒519-2911

廣瀬　雅弘014747

TEL 0596-62-1660

（株）Ｓａｋｕｒａ 1,000 －2407無法

建１
三重県度会郡度会町棚橋２７８〒516-2103

伊藤　峰014748

TEL 0596-20-1758

サンエース建設（株） 2,000 －2407無法

建１大１
三重県伊勢市御薗町長屋６９９〒516-0804

高川　佑樹014749

TEL 0596-24-4031

世古建設 －2407無個

建１
三重県伊勢市小俣町宮前４－１〒519-0504

世古　吉郎014750

TEL 0596-63-5352

（株）大翔 5,000 －2407有法

と１解１
三重県度会郡玉城町久保４１〒519-0411

藤井　一之014751

TEL 0596-42-0615

（株）浜﨑電気 3,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市二見町光の街１０２８－４〒519-0611

濱﨑　和晴014752

TEL 059-340-8166

三重テクノ（株） 5,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市楠町北五味塚２０４５〒510-0103

杉阪　智也014753

TEL 0596-22-1177

（有）バーナル 3,000 －2407無法

建１
三重県伊勢市船江１－５－２〒516-0008

高橋　裕和014754

TEL 0596-27-8822

（株）トリノスイッチ 4,900 －2407無法

建１
三重県伊勢市黒瀬町１０５〒516-0018

櫻谷　剛久014755

TEL 0596-37-5608

エクノフ（株） 15,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市村松町１３６４－８〒515-0507

船谷　哲司014756

TEL 0596-63-6213

萬年屋工務店（株） 5,000 －2407無法

電１防１
三重県伊勢市桜木町１０９－１４〒516-0027

亀尾　優014757
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TEL 0596-37-4886

双広電機産業（株） 10,000 －2407有法

電１
三重県伊勢市村松町字明野１３８２－２３〒515-0507

廣垣　茂014758

TEL 0596-72-8855

（株）奏建 5,000 －2407無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県伊勢市小俣町本町１５５〒519-0505

梅村　一平014759

TEL 0596-65-7135

あえる建築工房 －2407無個

建１
三重県伊勢市常磐１－２４－３〒516-0041

大西　史明014760

TEL 0596-37-0542

大宮電工 －2407無個

電１
三重県伊勢市東豊浜町７３７８〒515-0502

西田　吉治014761

TEL 0596-62-2163

石谷電気 －2407無個

電１
三重県度会郡度会町棚橋１８６８－８２〒516-2103

石谷　彰彦014762

TEL 0596-65-7183

（株）インテリアスタイル 1,000 －2407無法

内１
三重県伊勢市東豊浜町３４４１〒515-0502

辻元　健014763

TEL 0596-65-5068

（株）アクアテクト 5,000 －2407無法

塗１防１
三重県伊勢市小俣町元町１５２３〒519-0503

松田　一真014764

TEL 090-1862-2710

（株）ＩＫＩＬ 1,000 －2407無法

塗１
三重県伊勢市御薗町上條１６３〒516-0806

小林　威喜014765

TEL 0596-28-0245

（株）近藤建設 36,000 －2407無法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
三重県伊勢市上地町３６０４－１〒516-0051

近藤　隆男014766

TEL 0596-37-5666

（株）伊勢志摩産業 20,000 －2407有法

建１
三重県伊勢市村松町１３６８－１３〒515-0507

吉田　均014767

TEL 0596-36-4356

港電工 －2407無個

電１
三重県伊勢市神社港４８－２〒516-0004

中屋　貴弘014768

TEL 0596-65-8387

（株）シー・イー倉世古 2,000 －2407無法

と１
三重県伊勢市御薗町長屋２４７１〒516-0804

倉世古　祐二014769

TEL 090-8950-3834

（株）ナカニシ左官土木 1,000 －2407無法

と１
三重県伊勢市小俣町湯田４６２－４〒519-0506

中西　邦明014770
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TEL 0596-42-1551

（株）Ｋ－ＳＨＯＴ 8,800 －2407有法

機１
三重県伊勢市二見町荘３７８－１３〒519-0606

北出　繁久014771

TEL 0596-38-2525

（有）ヤマタネ 3,000 －2407有法

と１
三重県伊勢市村松町１３６５－２２〒515-0507

山中　秀穂014772

TEL 0596-25-0422

大山電設 －2407無個

電１
三重県伊勢市小俣町新村１３３－６〒519-0507

大山　安幸014773

TEL 090-5625-5338

（合）ＴＡＮＡＫＡＹＡ 500 －2407無法

建１塗１
三重県度会郡度会町棚橋８１７－２４〒516-2103

田中　宏昴014774

TEL 0596-37-2118

野呂木材建築部 －2407有個

建１大１屋１タ１内１
三重県伊勢市東大淀町１３－１〒515-0509

野呂　吉樹014775

TEL 0596-34-1040

（株）ＩＭＡＳＨＩＮ 3,000 －2407無法

塗１
三重県伊勢市御薗町長屋１５６０〒516-0804

今井﨑　真二014776

TEL 059-225-6233

（有）平松工務店 7,000 －2404無法

土１と１舗１園１
三重県津市神戸１５３－７〒514-0824

平松　知大015008

TEL 059-268-3929

藤高電気商会 －2404無個

電１
三重県津市安濃町粟加１２５８〒514-2324

藤高　智015009

TEL 059-265-4044

（株）芸濃 40,000 －2404有法

土１建１と１電１管１鋼１舗１機１解１
三重県津市芸濃町椋本３９０５－１〒514-2211

楠井　隆015011

TEL 059-256-5016

（有）青木建築 10,000 －2404無法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県津市森町１７０１－９〒514-1254

青木　義則015012

TEL 059-224-0490

宮﨑建築 －2404無個

建１
三重県津市上弁財町１１－２〒514-0806

宮﨑　重則015014

TEL 059-234-7841

（株）モリタ 10,000 －2404無法

内１
三重県津市雲出本郷町１４２２－１９〒514-0304

森田　靖015015

TEL 059-235-0055

（株）新田工務店 10,000 －2404無法

建１
三重県津市雲出本郷町１４６１－４３〒514-0304

新田　徹015016
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TEL 059-245-6868

（株）若葉晃建 30,000 －2404有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
三重県津市河芸町三行１３６〒510-0311

片岡　昌也015017

TEL 059-213-3665

（有）アツミ建装 5,000 －2404無法

内１
三重県津市渋見町２９１〒514-0063

伊藤　大輔015019

TEL 0598-56-6661

（株）ハヤシコーポレーション 20,000 －2406無法

土１と１石１管２鋼１舗１し１水１消１
三重県松阪市曽原町７２８－４〒515-2112

林　弘司015024

TEL 059-229-6307

（有）克工務店 5,000 －2404無法

土１建１大１と１防１内１園１
三重県津市新東町塔世５６〒514-0026

岸田　克彦015025

TEL 059-245-2895

（有）阪組 5,000 －2404無法

と１
三重県津市河芸町中別保２４１０ー１〒510-0305

阪　直彦015027

TEL 059-234-2600

中辻医科器械（株） 98,000 －2404有法

建１電１管１通１
三重県津市高茶屋小森上野町１３３６－１〒514-0816

三宅　努015029

TEL 059-234-9059

サンダクト －2404無個

板１
三重県津市城山１－２－４４〒514-0818

三宅　護015033

TEL 059-227-1781

和田建設 －2404無個

建１
三重県津市観音寺町６０４－２８０〒514-0062

和田　善行015038

TEL 059-228-4316

（有）三重管工業 3,000 －2404無法

管１
三重県津市海岸町１５－３５〒514-0013

加藤　由美子015044

TEL 059-226-5616

（株）沼沢工業 10,000 －2404有法

鋼１機１
三重県津市津興字下弁財町３０４２〒514-0812

安江　利光015046

TEL 059-225-8290

（有）紅屋 3,000 －2404無法

管１
三重県津市乙部２６－７〒514-0016

大威　宏之015052

TEL 059-232-9077

北嶋建設（株） 90,000 －2404無法

土２建２大１左１と２石１屋１管１タ１鋼１筋１舗２し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１解２
三重県津市一身田大古曽８４７－１〒514-0113

北嶋　和好015060

TEL 059-231-4193

服部塗装店 －2404無個

塗１
三重県津市白塚町字弁天４８８７－２〒514-0101

服部　信行015067
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TEL 059-272-4626

（有）近藤電気商会 3,000 －2404無法

電１
三重県津市戸木町４１６５－５２〒514-1138

近藤　博015069

TEL 059-234-4432

溝口管工（有） 3,000 －2404有法

土１管１
三重県津市雲出島貫町１４６０〒514-0305

溝口　隆至015071

TEL 059-230-1873

三協バスカル（株） 13,000 －2404有法

内１
三重県津市豊が丘２－１－１０〒514-2222

佐山　明015075

TEL 059-236-5580

（株）エヌ・エス・アイ 20,000 －2404有法

土２建２と２鋼１機１解２
三重県津市白塚町１９２９－１〒514-0101

西井　孝之015082

TEL 059-227-2000

イセット（株） 45,000 －2404有法

電１管１消１
三重県津市桜橋３－４０８〒514-0003

伊藤　尚貴015083

TEL 059-245-0699

（株）後藤鉄工所 13,000 －2404無法

鋼１
三重県津市河芸町東千里９８３－１〒510-0303

伊藤　健一郎015085

TEL 059-227-7035

（有）土谷塗装工業所 5,000 －2404無法

塗１
三重県津市津興２７－５〒514-0812

土谷　祥三015086

TEL 059-237-4488

ワコーホーム（有） 3,000 －2404有法

建１
三重県津市小舟９０４－１７〒514-0072

赤塚　和幸015088

TEL 059-224-6585

（株）タナカプランニング 10,000 －2404無法

管１消１
三重県津市海岸町７－２５〒514-0013

田中　稔久015096

TEL 059-234-0311

（株）創和 80,000 －2404有法

建１内１絶１具１
三重県津市雲出伊倉津町１２７１－１〒514-0302

猪狩　孝久015105

TEL 059-232-7500

川嶋施設（有） 6,000 －2404有法

土１と１電１鋼１舗１塗１園１水１
三重県津市一身田大古曽５７９－４〒514-0113

川嶋　二郎015106

TEL 059-237-4468

（株）森田工業所 3,000 －2404無法

と１塗１
三重県津市分部２８２３－２〒514-0071

森田　和也015108

TEL 059-268-2354

（有）丸中興業 3,000 －2404無法

土１と１管１
三重県津市安濃町草生１６６〒514-2328

中村　光夫015109
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TEL 059-237-4595

（株）松本無線音響設備 20,000 －2404有法

通１
三重県津市緑が丘１－２１－２〒514-0825

松本　泰典015112

TEL 059-265-4556

石山工業（有） 5,000 －2404無法

と１
三重県津市芸濃町忍田１７７－１〒514-2208

石山　英雄015114

TEL 059-213-5211

栄ハウジング －2404無個

建１
三重県津市博多町５－５１〒514-0053

齋藤　俊樹015115

TEL 059-229-0531

（株）プロジェクト品川 20,000 －2404有法

建２大２と１鋼２塗１
三重県津市藤方１９６６－１〒514-0815

山岡　幸樹015117

TEL 059-226-5325

（株）アーベイン 10,000 －2404無法

土１と１園１
三重県津市丸之内養正町８－６〒514-0036

谷口　知花015120

TEL 059-231-4686

那須建設事務所 －2404無個

建１大１と１屋１塗１内１具１
三重県津市一身田中野３８１－８〒514-0112

那須　建司015128

TEL 059-232-4275

（有）出忠管工業 5,000 －2404無法

土１と１管１舗１水１消１
三重県津市栗真中山町１１１－２〒514-0103

出口　隆一015136

TEL 059-225-6647

（株）ニーズ 10,000 －2404有法

土１と１舗１解１
三重県津市半田字長峯２５４０－１〒514-0823

岡村　篤昌015139

TEL 059-228-4312

東海装備（有） 3,000 －2404有法

内１
三重県津市海岸町１３－３０〒514-0013

梅田　靖史015140

TEL 0598-56-4895

（有）杉谷建築工務 3,000 －2406無法

土１建１大１と１鋼１舗１水１
三重県松阪市小野江町４７３－１〒515-2109

杉谷　義一015142

TEL 059-226-9340

（有）ダイシン 3,000 －2404無法

塗１防１
三重県津市垂水１８８９－１０〒514-0821

井田　健吾015144

TEL 059-227-1640

（株）片岡工務店 8,000 －2404無法

左１タ１塗１
三重県津市上弁財町１７－６〒514-0806

片岡　茂樹015145

TEL 059-238-5090

（株）ジャックス・ワン 25,000 －2404有法

建２管２内２
三重県津市高茶屋小森町２６０－７〒514-0817

上之郷　隆一015146
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TEL 059-279-2618

三重軌道工業（株） 3,000 －2404無法

土１と１
三重県津市美里町五百野１４９８〒514-2105

石原　厚015149

TEL 059-271-6671

（株）サントピアホーム 70,000 －2404有法

建１
三重県津市栄町４－２４６〒514-0004

濱田　和正015153

TEL 059-232-8027

（有）内田鉄筋 3,000 －2404無法

筋１
三重県津市白塚町４８８１－４〒514-0101

内田　充彦015155

TEL 059-246-6001

（株）東万 50,000 －2404無法

土１建１と１石１鋼１舗１塗１園１
三重県津市広明町６６－８〒514-0006

鈴木　理雄015162

TEL 059-265-5506

小林建工（株） 10,000 －2404無法

建１
三重県津市芸濃町中縄６４１－６〒514-2203

小林　大介015163

TEL 0598-22-4881

（株）伸栄ホーム 13,000 －2406無法

建１大１屋１塗１
三重県松阪市大黒田町１８１９－３〒515-0063

板東　正015164

TEL 059-237-5299

（株）福井建設 8,000 －2404無法

土１建１
三重県津市片田井戸町２３５〒514-0082

福井　啓之015165

TEL 059-232-7561

亀田工業（株） 10,000 －2404無法

管１
三重県津市白塚町３８３８－３〒514-0101

亀田　和夫015167

TEL 059-232-6883

ホームプラザ大里 －2404無個

建１
三重県津市大里窪田町９５４〒514-0125

佐脇　正敏015174

TEL 059-234-8767

松尾建築 －2404無個

建１大１
三重県津市城山２－１８－２３〒514-0818

松尾　千秋015182

TEL 059-236-6111

（株）アルファ 10,000 －2404有法

土１と１電１管１塗１機１通１消１解１
三重県津市一身田大古曽８３６－１〒514-0113

草深　勇人015184

TEL 059-228-1763

（有）ヤマト産業 10,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市一身田上津部田１５０３－６〒514-0061

山川　員弘015190

TEL 059-234-4692

（株）フレンドサニタリー 10,000 －2404有法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１解１
三重県津市雲出長常町１２９０〒514-0303

田中　正勝015191
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TEL 059-279-2127

山本造園 －2404有個

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
三重県津市美里町南長野３５５〒514-2114

山本　清一015193

TEL 059-225-9445

（有）新木家 3,000 －2404有法

土１建１と１舗１
三重県津市藤方９２３－１〒514-0815

加納　健015194

TEL 059-245-0780

（株）北栄電設 3,000 －2404無法

電１
三重県津市河芸町上野５７０－５〒510-0304

井田　巧015195

TEL 059-227-0695

（有）太田住設 3,000 －2404無法

土１と１舗１園１
三重県津市河辺町１９２〒514-0065

太田　雅人015198

TEL 059-222-0055

（有）システムクラフト 6,000 －2404無法

電１通１消１
三重県津市垂水６７３〒514-0821

竹下　佑二015200

TEL 059-269-5830

（有）天満石工業 7,200 －2404無法

土１と１石１舗１
三重県津市大里山室町３９０〒514-0121

天満　克明015203

TEL 059-234-7536

（株）最上工務店 10,000 －2404無法

建１大１
三重県津市雲出本郷町１１６１－１〒514-0304

最上　幸助015204

TEL 059-228-7070

ミヤモト設備機器（株） 3,000 －2404無法

管１
三重県津市大倉１２－１１〒514-0834

宮本　益喜015209

TEL 059-234-5509

（有）伊藤圧送 3,000 －2404無法

と１
三重県津市雲出本郷町２６６－１〒514-0304

伊藤　信司015217

TEL 059-232-4395

（株）ホリケン 10,000 －2404無法

建１
三重県津市大里窪田町８７７－１〒514-0125

堀　克宣015223

TEL 0598-56-5660

久保工務店 －2406無個

建１
三重県松阪市甚目町８３－２〒515-2108

久保　守015224

TEL 059-227-8143

（有）中村設備 3,000 －2404無法

土１と１管１舗１消１
三重県津市渋見町１８２〒514-0063

中村　學015225

TEL 059-232-2202

（有）水谷製瓦 10,000 －2404有法

屋１
三重県津市一身田大古曽８２７〒514-0113

水谷　哲也015227
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TEL 059-231-1228

（有）森田興業 3,000 －2404無法

建１
三重県津市一身田大古曽７４〒514-0113

森田　雄平015231

TEL 059-225-6230

（有）インテリア小堀商会 3,000 －2404無法

内１
三重県津市藤方６１７－２〒514-0815

小堀　文雄015233

TEL 059-230-0931

（有）赤塚電気 3,000 －2404無法

電１消１
三重県津市大里山室町２４〒514-0121

赤塚　茂015236

TEL 059-224-8941

（株）ジェイエイ津安芸 30,000 －2404有法

土２建２と２石２タ２鋼２舗２し２塗２防２内２園２水２解２
三重県津市一色町２１１〒514-0057

北端　正巳015238

TEL 059-228-8219

（有）駒田工務店 5,000 －2404無法

建１
三重県津市阿漕町津興１１５３－２〒514-0811

駒田　正和015242

TEL 059-225-7227

（株）天然樹ホーム 10,000 －2404有法

建１
三重県津市栄町２－３１２〒514-0004

照井　修二015246

TEL 059-232-1629

（有）伊藤工業 5,000 －2404無法

と１
三重県津市白塚町２８２０－１〒514-0101

伊藤　滋朗015256

TEL 059-255-0728

（有）大幸 20,000 －2404無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１防１内１水１
三重県津市久居持川町２３４８－８〒514-1104

細野　勝巳015258

TEL 059-225-1835

日進建設（株） 10,000 －2404無法

建１
三重県津市垂水５１３－１〒514-0821

西田　孝一015259

TEL 059-223-7353

（株）鳴川工業 5,000 －2404無法

土１と１管１舗１
三重県津市神戸１８８７〒514-0824

鳴川　英晃015261

TEL 059-223-2373

（株）アルフレッシュ 25,000 －2404有法

建１大１内１
三重県津市修成町１８－２８〒514-0837

田中　真義015264

TEL 059-223-2911

（有）高嶋防水 5,000 －2404無法

防１
三重県津市藤方１７５８－８〒514-0815

高嶋　英樹015267

TEL 059-223-1507

（株）日本フェニックス 10,000 －2404有法

電１通１
三重県津市乙部２０１９〒514-0016

船木　遥介015269
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TEL 059-224-4323

（有）川北カンバン 3,000 －2404有法

塗１
三重県津市下弁財町津興３１３４－４〒514-0805

川北　一彦015270

TEL 059-225-2345

（有）インテリア中勢美装 3,000 －2404無法

内１
三重県津市半田７０５－１〒514-0823

佐羽　英機015271

TEL 059-230-2091

（有）落合建設工業 20,000 －2404無法

土１建２と１管１内１
三重県津市豊が丘１－８－９〒514-2222

落合　孝文015274

TEL 059-226-6600

（株）ワコー 30,000 －2404無法

土１電１管１消１
三重県津市神納町４－１５〒514-0052

別所　勝015278

TEL 059-224-6993

（有）建築工房テイク・ワン 3,000 －2404無法

土１建１と１石１屋１管１鋼１舗１内１水１
三重県津市納所町４４－１〒514-0051

船木　英一015279

TEL 059-234-5415

小林配管設備 －2404無個

土１と１管１舗１
三重県津市高茶屋６－１３－１０〒514-0819

小林　均015283

TEL 059-245-7010

（有）山管工 3,000 －2404無法

土１建１と１管１舗１水１
三重県津市河芸町上野１０４５－４〒510-0304

倉田　勝享015287

TEL 059-227-2048

（株）中部消防設備 10,000 －2404有法

消１
三重県津市上弁財町１１－１７〒514-0806

奥田　剛士015288

TEL 059-268-2244

（有）ティー・エム・シー 3,000 －2404無法

土１と１管１鋼１舗１水１消１
三重県津市安濃町戸島８０６〒514-2322

高士　彰015291

TEL 059-226-0415

東栄電工 －2404無個

電１管１
三重県津市愛宕町２２１〒514-0022

鈴木　利生015294

TEL 059-244-1123

（株）ファミリーエクステリア 13,125 －2404無法

土１建１大１と１石１タ１鋼１舗１園１
三重県津市河芸町中瀬２７３〒514-0308

石川　重義015295

TEL 059-226-3344

（株）ベルホン 10,000 －2404無法

通１
三重県津市東丸之内１６－１９〒514-0028

須崎　博巳015296

TEL 059-234-8061

林建築 －2404無個

建１
三重県津市高茶屋小森町１４４８〒514-0817

林　晃幸015297
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TEL 059-279-3333

（有）ソーケン 5,000 －2404無法

建１具１
三重県津市美里町家所３４６７－１〒514-2104

三木　秀志015298

TEL 059-234-1970

ミオンエンジニア（株） 10,000 －2404有法

電１通１
三重県津市高茶屋４－１－２〒514-0819

石川　雄一郎015304

TEL 059-234-6616

（株）フジタ 20,000 －2404有法

土１左１と１屋１鋼１板１塗１防１内１具１
三重県津市高茶屋小森上野町１３０６－１５〒514-0816

藤田　祐介015313

TEL 059-237-5367

佐藤工務店 －2404無個

土１と１管１鋼１舗１水１解１
三重県津市分部２７３２〒514-0071

佐藤　二郎015314

TEL 059-227-1115

（株）セントラルリフォーム 12,000 －2404無法

建１
三重県津市津興字南阿漕田２１３〒514-0812

中井　宏樹015317

TEL 059-224-1700

御影石材（株） 10,000 －2404無法

石１
三重県津市広明町１００７－１〒514-0006

森下　知子015323

TEL 059-372-8051

（株）キタデ 3,000 －2403無法

建１屋１板１
三重県鈴鹿市徳居町５４２－８〒510-0264

北出　長生015324

TEL 059-228-3292

（有）上田電気商会 5,000 －2404無法

電１消１
三重県津市河辺町５６－５〒514-0065

上田　浩市015325

TEL 059-256-1100

（株）ティー・エス・ケー 20,000 －2404無法

土２建１と２石２管１鋼２筋１舗２し２塗２園２水２解２
三重県津市久居明神町１１５３－１〒514-1101

田屋　敏彦015327

TEL 059-226-8481

松田塗装 －2404無個

塗１
三重県津市半田１１２８－１９〒514-0823

松田　富紀男015334

TEL 059-230-3082

（有）タカハシ・エム・エフ・ジー 3,000 －2404有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県津市大里山室町１３８０－１〒510-0121

髙橋　久武015337

TEL 059-268-2012

（有）杉本商店 5,000 －2404有法

と１管１
三重県津市安濃町浄土寺３３－３〒514-2307

杉本　光司015338

TEL 059-246-9530

（有）ケー・アンド・ケーホームズ 3,000 －2404有法

土１建１と１舗１
三重県津市上浜町３－４２－３〒514-0008

後藤　則夫015340
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TEL 059-233-1378

加藤設備工業所 －2404無個

管１
三重県津市白塚町５１６９〒514-0101

加藤　公則015341

TEL 059-265-5380

三浦土木 －2404無個

土１と１舗１
三重県津市芸濃町椋本６０２８－４〒514-2211

三浦　武二015348

TEL 059-226-3350

（有）ワカヤナギ 3,000 －2404無法

土１と１管１舗１水１
三重県津市神納町２－１２〒514-0052

若柳　勝也015350

TEL 059-232-5077

クリマシィイー（有） 3,000 －2404無法

土１と１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県津市栗真町屋町６１２－１〒514-0102

大河内　満也015353

TEL 059-279-4160

ササキ設備 －2404無個

土１管１
三重県津市美里町家所８－１２４〒514-2104

佐々木　清015354

TEL 059-237-0099

上杉設備 －2404無個

管１
三重県津市分部２９０９〒514-0071

上杉　公一015358

TEL 059-223-0598

山勢美装 －2404無個

建１塗１
三重県津市相生町２４〒514-0017

山口　明人015362

TEL 059-222-9300

（有）ヨシダ 10,000 －2404無法

土１と１舗１解１
三重県津市一身田上津部田ノノ坪１７６９〒514-0061

吉田　明門015364

TEL 059-222-2318

（株）雄建 30,000 －2404無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県津市河辺町１９７－４〒514-0065

中島　幸雄015365

TEL 059-226-8098

樋口木工所 －2404無個

内１具１
三重県津市末広町４－５〒514-0012

樋口　德太郎015366

TEL 059-226-0565

（有）ハヤシ設備工業 5,000 －2404有法

大１左１電１管１板１塗１防１内１絶１具１消１
三重県津市上浜町６－８７〒514-0008

林　憲一015388

TEL 059-255-7644

（株）ウインテック 10,000 －2404無法

管１
三重県津市久居明神町１１８０－８８〒514-1101

永田　誠紀015394

TEL 059-234-8608

乗竹建築 －2404無個

建１
三重県津市高茶屋小森町４０２６－３〒514-0817

乗竹　功次015396
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TEL 059-265-2145

（有）フルイチ設備 8,500 －2404無法

土１大１左１と１石１屋１管１タ１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
三重県津市芸濃町椋本１８６０－３〒514-2211

古市　浩二015403

TEL 059-245-5219

（有）サンポー 5,000 －2404無法

と１
三重県津市河芸町杜の街１－６－２８〒510-0318

篠木　良015405

TEL 059-254-5550

（株）カズデン 20,000 －2404有法

電１通１消１
三重県津市久居相川町２０４３－２〒514-1103

西岡　秀和015408

TEL 059-245-6123

（有）荒川建設 3,000 －2404無法

土１建１大１と１屋１タ１鋼１舗１内１
三重県津市河芸町一色２８２３－１〒510-0306

荒川　義弘015415

TEL 059-225-6971

マキ工建 －2404無個

建１
三重県津市八町二丁目８－２５〒514-0041

中村　正015418

TEL 059-228-9055

アカツ塗装 －2404無個

塗１
三重県津市半田１１６７－５〒514-0823

赤津　正美015422

TEL 059-230-0130

山一商事（株） 10,000 －2404有法

と１
三重県津市大里睦合町２３８４〒514-0126

山下　一彦015425

TEL 059-253-3567

東海メンテナンス（株） 20,000 －2404有法

土１電１管１鋼１塗１機１水１
三重県津市久居中町２５１－１〒514-1107

奥野　徹015427

TEL 059-225-0851

三重県労働者住宅生活（同） 274,896 －2404有法

建２
三重県津市栄町１－８９１〒514-8540

伊藤　公則015428

TEL 059-234-1332

小林建具店 －2404無個

具１
三重県津市高茶屋６－２－３１〒514-0819

小林　則之015433

TEL 059-234-3975

（株）オクヤマクレーン 10,000 －2404有法

土１と１石１管１舗１し１塗１解１
三重県津市雲出島貫町１２５５〒514-0305

奥山　真吾015436

TEL 059-236-3036

（有）澤建 5,000 －2404無法

土１と１管１鋼１舗１
三重県津市白塚町１８６０－７〒514-0101

澤井　正雄015438

TEL 059-225-7859

栄沢塗装 －2404無個

塗１
三重県津市八幡町津４５〒514-0813

榮沢　主郎015439
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TEL 059-222-0021

（株）ランド・二十一 25,000 －2404有法

土２建２と２
三重県津市幸町２７－３５〒514-0835

林　金也015446

TEL 059-230-0846

（株）エリイ 5,000 －2404無法

電１管１
三重県津市豊が丘１－４７－１２〒514-2222

入江　健太015447

TEL 059-222-2240

（株）ヘリテッジホームデザイン 10,000 －2404有法

建１大１屋１タ１内１
三重県津市安東町３２８〒514-0058

落合　賢治015449

TEL 059-232-5638

福島商店 －2404有個

土１と１解１
三重県津市栗真町屋町８２８〒514-0102

福島　鉄男015450

TEL 059-223-0307

滝川塗装 －2404無個

塗１
三重県津市南中央９－３１〒514-0832

瀧川　彰015451

TEL 059-276-8111

本州舗装（株） 20,000 －2404無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県津市美杉町下之川６７８ー３〒515-3203

角谷　猛志015453

TEL 059-265-2407

トールテック －2404有個

土１管１機１通１水１
三重県津市芸濃町椋本８８０－１０〒514-2211

落合　亨015454

TEL 059-232-5417

（有）エスシー 3,000 －2404有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県津市一身田中野７７８〒514-0112

杉谷　千春015459

TEL 059-245-4448

服部建築 －2404無個

建１大１
三重県津市河芸町東千里３０５８－１２４〒510-0303

服部　博015460

TEL 059-235-0768

（有）尾鈴組 3,000 －2404無法

土１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県津市城山３－１２－１５〒514-0818

江藤　千利015462

TEL 059-246-7223

レック －2404有個

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県津市船頭町津興３４８７〒514-0801

柳　一幸015463

TEL 059-234-2752

（有）山田組 3,000 －2404有法

土１建１と１
三重県津市雲出本郷町茶ノ木原４８４－１〒514-0304

山田　英次015464

TEL 059-230-0464

（株）エステム三重 15,000 －2404有法

電１管１機１
三重県津市高野尾町１８９７－４８〒514-2221

五十君　好可015465
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TEL 0598-48-0011

（有）髙橋建築工業 3,000 －2406無法

大１
三重県松阪市嬉野天花寺町６４７－４４〒515-2302

髙橋　達也015467

TEL 0593-94-2811
ｒｏ
（株）ＬＩＶＩＮＧ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｂｕｅ 10,000 －2402有法

建１
三重県三重郡菰野町大字潤田１１２６－１〒510-1253

大西　孝一015473

TEL 059-245-1515

（株）ミヤムラ 20,000 －2404有法

建１と１屋１板１ガ１内１具１
三重県津市河芸町東千里１０１９－２〒510-0303

宮村　政秀015476

TEL 059-222-7776

（株）アポア 10,000 －2404無法

建１
三重県津市藤方１７０４－２〒514-0815

　田　強015477

TEL 059-292-2081

東石工業（株） 10,000 －2404有法

と１塗１
三重県津市香良洲町６０６３〒514-0315

山本　智久015487

TEL 059-225-4918

（有）きよみ工業 3,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市藤方２５９３〒514-0815

信藤　雪男015488

TEL 059-225-7006

三重ドアーエンジン（株） 10,000 －2404無法

具１
三重県津市藤方字南八木田１０７０－１〒514-0815

宮前　信幸015489

TEL 059-228-9315

（有）髙岸建設 3,200 －2404無法

建１
三重県津市西古河町１１－１５〒514-0038

髙岸　秋男015490

TEL 059-232-3256

（有）盆野畳店 5,000 －2404無法

内１
三重県津市栗真町屋町１００１－１〒514-0102

盆野　實015493

TEL 059-244-0575

（有）東海システム 3,000 －2404有法

電１管１消１
三重県津市河芸町浜田１９４９－５〒510-0314

水谷　博之015494

TEL 059-235-0251

モリノマシナリー（株） 10,000 －2404有法

管１機１
三重県津市雲出長常町字五ノ割１１５５－１〒514-0303

上村　龍市015495

TEL 059-230-0404

法面テック －2404無個

と１
三重県津市豊が丘１－３０－１３〒514-2222

露崎　正人015496

TEL 059-378-9196

紀平工業（有） 5,000 －2403無法

電１管１
三重県鈴鹿市住吉４－１９－８〒513-0826

紀平　高廣015501
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TEL 059-268-1511

野田建築 －2404無個

建１大１屋１タ１内１
三重県津市安濃町曽根４８６－８〒514-2306

野田　敏雄015502

TEL 059-245-0896

（株）中村電気工事 5,000 －2404無法

電１
三重県津市河芸町千里ヶ丘３４－１５〒510-0302

中村　裕015504

TEL 059-234-5411

（株）前川商店 10,000 －2404有法

と１解１
三重県津市高茶屋小森町字大新田２８９２－１００〒514-0817

桑名　研二015506

TEL 059-234-9396

福田建築 －2404無個

建１大１内１
三重県津市高茶屋五丁目１０－１２〒514-0819

福田　浩己015508

TEL 059-244-1144

（有）﨑空調 10,000 －2404無法

電１管１
三重県津市河芸町東千里１２２７－１〒510-0303

﨑　祐015510

TEL 059-228-2021

ニューライフ興業（有） 12,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県津市中河原２０２０〒514-0018

黒田　智則015512

TEL 059-228-9339

菱工産業（株） 10,000 －2404有法

電１管１通１消１
三重県津市島崎町２０９－の２〒514-0002

中川　英一015515

TEL 059-213-8818

アイティエム（有） 3,000 －2404無法

土１舗１
三重県津市半田２７５４－２〒514-0823

本堂　春代015517

TEL 059-266-1066

（有）江藤電設 20,000 －2404無法

電２管１通１消１
三重県津市豊が丘１－４４－１３〒514-2222

江藤　彰記015519

TEL 059-230-7200

シヴィル建設（株） 10,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市大里睦合町２５２０〒514-0126

川添　敎明015521

TEL 059-266-1078

（有）椋本工業 5,000 －2404無法

鋼１
三重県津市芸濃町椋本１９６４－１〒514-2211

飯田　満015522

TEL 059-222-6879

（有）三重インテック 5,000 －2404無法

と１
三重県津市垂水２７７２－１５〒514-0821

小笠原　直之015525

TEL 059-228-5958

（有）丸木 3,000 －2404無法

土１建１と１舗１解１
三重県津市寿町１９－２〒514-0015

丸木　充015526
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TEL 059-245-3971

大樹土木 －2404無個

土１と１舗１
三重県津市河芸町千里ケ丘４２－４４〒510-0302

武田　直樹015529

TEL 059-253-0068

光進興業（有） 5,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市大里野田町１０８７－１〒514-0122

澤山　久志015531

TEL 059-265-5467

岡村建材（株） 8,000 －2404有法

土１と１
三重県津市芸濃町椋本５４８４－２９〒514-2211

岡村　栄治015532

TEL 059-266-2153

（有）東海マルフク 3,000 －2404無法

屋１
三重県津市芸濃町楠原１０７－５〒514-2201

浅岡　義正015533

TEL 059-268-5933

（有）ケイエスプランニング 3,000 －2404無法

管１
三重県津市安濃町田端上野５２４－５〒514-2325

岸野　仁彦015534

TEL 059-222-7174

（有）メカテック 3,000 －2404有法

土１舗１
三重県津市北丸之内２０４〒514-0031

原田　佳幸015535

TEL 059-232-7594

鶴屋（株） 10,000 －2404無法

土１建１と１鋼１舗１水１
三重県津市栗真小川町２４７－１〒514-0104

林　孝明015536

TEL 059-268-0263

ガーデン中川 －2404無個

土１と１石１舗１園１水１
三重県津市安濃町粟加８８８－４〒514-2324

中川　石生015537

TEL 059-246-3421

オガワ工業（株） 10,000 －2404無法

鋼１
三重県津市高茶屋小森町２８７７－２〒514-0817

小川　成015539

TEL 059-246-8489

森辻設備 －2404無個

土１と１石１管１鋼１舗１水１
三重県津市海岸町２３－４〒514-0013

森辻　紳吾015540

TEL 059-234-0088

（有）ピレネーエキスパート 5,000 －2404無法

と１塗１
三重県津市雲出本郷町１８３３〒514-0304

辻　暢之015541

TEL 059-232-2249

（有）けやき地所 5,000 －2404有法

土１
三重県津市大里山室町１４３４番地〒514-0121

草深　和子015545

TEL 059-231-7912

（有）公輝 3,000 －2404無法

土１建１と１管１舗１ガ１塗１防１内１具１
三重県津市一身田上津部田４８６〒514-0061

川口　公伺郎015546
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TEL 059-223-2828

（有）横田建設 3,000 －2404無法

土１と１園１
三重県津市長岡町８００－３０５〒514-0064

横田　吉昭015547

TEL 059-253-4051

（株）三交コミュニティ 50,000 －2404有法

建２大２左２と２石２屋２電１タ２板２ガ２塗２防２内２具２解２
三重県津市丸之内９－１８〒514-0033

伊藤　貴之015552

TEL 0598-31-3881

住宅保全三重（株） 10,000 －2406無法

建１大１屋１タ１内１
三重県松阪市小野江町５８７－４〒515-2109

藤後　博司015553

TEL 059-223-1515

（有）ライズ 7,000 －2404無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県津市垂水１９３７－１〒514-0821

星山　元正015554

TEL 059-226-4431

シンリョー特機（株） 15,000 －2404有法

電１管１機１通１
三重県津市乙部２０１３〒514-0016

別所　正己015555

TEL 059-231-4347

（有）アートスペース 3,000 －2404無法

建１
三重県津市一身田上津部田２０８４〒514-0061

池上　英麿015557

TEL 059-246-5513

（有）エス・ティ・ケイ中野 3,000 －2404無法

土１
三重県津市海岸町１５－３〒514-0013

中野　幸博015561

TEL 059-265-5408

（有）穰辰建設 10,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県津市芸濃町中縄５４６－１〒514-2203

片岡　真里015562

TEL 059-202-3656

ナカミヤ －2404無個

塗１
三重県津市豊が丘３－６－３〒514-2222

中宮　正一015566

TEL 059-265-3335

（株）エムライン 10,000 －2404有法

土１建１と１管１舗１し１水１解１
三重県津市芸濃町椋本４３８３－１０〒514-2211

増地　孝之015569

TEL 059-279-2163

中川建築 －2404無個

建１
三重県津市美里町五百野１６３－５〒514-2105

中川　清一015570

TEL 059-235-0701

（有）長常電機 3,000 －2404無法

電１
三重県津市雲出長常町１０２６－３１〒514-0303

鈴木　純也015571

TEL 059-222-9183

（有）山川興業 10,000 －2404無法

と１解１
三重県津市河辺町３０４１－１９〒514-0065

山川　洋二015573
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TEL 059-265-4659

キヒラ建工 －2404無個

建１
三重県津市芸濃町椋本４４３０－７〒514-2211

紀平　武015578

TEL 059-222-6538

（有）冨士クレーン 5,000 －2404有法

と１
三重県津市半田６１８－１１〒514-0823

服部　冨士雄015579

TEL 059-245-3739

稲久組 －2404無個

と１
三重県津市河芸町中別保２０３７－３〒510-0305

稲垣　勝久015582

TEL 059-279-8800

（有）芦富 5,000 －2404有法

土１と１電１管１舗１し１機１解１
三重県津市美里町五百野１６５１－９〒514-2105

芦田　和也015583

TEL 059-238-0461

（有）永田組 3,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１塗１水１解１
三重県津市雲出島貫町１４７７〒514-0305

永田　巧治015584

TEL 059-233-5781

（有）大里産業 3,000 －2404無法

土１建１と１管１鋼１舗１塗１水１
三重県津市大里窪田町１７５２－２〒514-0125

松村　和美015586

TEL 059-265-2245

（株）三和 20,000 －2404有法

電１
三重県津市芸濃町椋本１８１０－１〒514-2211

古市　和幸015591

TEL 059-244-0083

（株）ＡＣＴＹＳ 10,000 －2404有法

土１建１と１石１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県津市河芸町中瀬２４４－１〒510-0308

野呂　恭嗣015592

TEL 059-239-1533

（有）コクメイ 5,000 －2404無法

塗１
三重県津市片田新町５８－７〒514-0083

永井　克明015593

TEL 059-231-0223

長谷川土建 －2404無個

土１と１
三重県津市白塚町４５４７－１〒514-0101

長谷川　正一015595

TEL 059-271-5670

（株）大工家 3,000 －2404有法

建１
三重県津市久居小野辺町１０１７〒514-1112

片浦　徹也015596

TEL 059-279-3347

アサヒ美装 －2404無個

建１
三重県津市美里町穴倉１９７〒514-2107

牛田　誠015597

TEL 059-265-2315

風雅工房 －2404無個

建１大１屋１タ１内１
三重県津市芸濃町椋本９０１－１〒514-2211

川口　優015598
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TEL 059-265-2615

（株）コマダ 10,000 －2404無法

と１塗１
三重県津市芸濃町北神山３２９－１〒514-2213

駒田　聡美015599

TEL 059-226-1540

（有）中央電設 3,000 －2404無法

電１
三重県津市乙部２０９８〒514-0016

加瀨　久照015600

TEL 059-265-3079

（有）オカモト美建 5,000 －2404無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県津市芸濃町岡本３９４〒514-2212

岡本　博幸015603

TEL 059-213-8811

アルコ（株） 50,000 －2404無法

土１と１管１鋼１塗１園１
三重県津市藤方２２５４－１〒514-0815

中山　和己015605

TEL 059-236-5811

イー・ダブリユ・エス（株） 10,000 －2404有法

電１通１
三重県津市あのつ台４－６－１〒514-0131

中村　里美015609

TEL 059-234-0747

（有）タニドオフィスサービス 3,000 －2404無法

内１
三重県津市高茶屋小森町２８９２－６３〒514-0817

谷戸　正行015611

TEL 059-227-6259

上野組 －2404無個

大１
三重県津市上浜町３－４－３〒514-0008

上野　雅也015612

TEL 059-239-1015

（有）栄建 5,000 －2404無法

土１と１石１管１舗１
三重県津市分部２３８－１〒514-0071

西田　洋子015613

TEL 059-237-5260

ＴＳ空調（有） 5,000 －2404無法

管１
三重県津市野田２１－３６８〒514-0826

澤　剛人015614

TEL 059-225-8222

（有）倉田組 20,000 －2404無法

建１
三重県津市藤方２３７７－２〒514-0815

倉田　昌彦015616

TEL 059-245-8538

（有）ＣＳウチダ 5,000 －2404無法

土１建１と１管１タ１鋼１舗１塗１内１水１解１
三重県津市河芸町中瀬２６３〒510-0308

打田　和司015618

TEL 059-227-2929

藤田設備 －2404無個

土１と１管１舗１水１
三重県津市納所町２６７〒514-0051

藤田　行康015621

TEL 059-235-1765

（有）カネヒサ 3,000 －2404無法

管１
三重県津市雲出本郷町２４０３〒514-0304

金子　久和015622
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TEL 059-238-1671

中村建築 －2404無個

建１
三重県津市城山３－１－７〒514-0818

中村　義樹015626

TEL 059-231-3295

木平電気 －2404無個

電１
三重県津市大里川北町４０１－１３〒514-0124

木平　喜啓015627

TEL 059-231-5980

中尾工務店 －2404無個

建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県津市一身田中野３９８－１〒514-0112

中尾　眞一郎015628

TEL 059-224-0353

（株）小澤建設 10,000 －2404無法

建１大１屋１タ１内１
三重県津市観音寺町５５０－４１〒514-0062

小澤　雅一015630

TEL 059-279-3397

中尾電気設備 －2404無個

電１通１
三重県津市美里町五百野１３００－４〒514-2105

中尾　昌昭015632

TEL 059-271-7630

（株）三重土建 5,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市久居新町１１２２－８〒514-1118

木下　了介015636

TEL 059-230-2008

（有）北角植物園 5,000 －2404無法

土１園１
三重県津市大里睦合町２３３４〒514-0126

北角　東明015637

TEL 059-225-2731

（有）Ｊテック 3,000 －2404無法

土１管１
三重県津市垂水２９２７－１４１〒514-0821

西　甚二015638

TEL 059-256-5549

神栄工業 －2404無個

板１
三重県津市久居東鷹跡町８２－１９〒514-1136

田中　孝司015640

TEL 059-268-3670

Ｙ’ ｓ鉄筋 －2404無個

筋１
三重県津市安濃町安濃２６３７－１〒514-2302

田中　幸博015641

TEL 059-229-0324

前田組（株） 5,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市柳山津興２９３－４〒514-0803

前田　紀行015644

TEL 059-256-6315

（有）小田無線商会 8,000 －2404有法

電１管１
三重県津市久居明神町２６１２－７〒514-1101

小田　和功015648

TEL 059-229-9390

（有）ＢＧ 3,000 －2404無法

土１舗１
三重県津市幸町２９－３〒514-0835

別所　義章015649
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TEL 059-231-1337

キミオ創建 －2404無個

建１大１屋１タ１内１
三重県津市一身田豊野１４０６－４３７〒514-0115

別所　仁夫015651

TEL 059-237-3560

北山空調設備 －2404無個

管１
三重県津市片田新町９１－６〒514-0083

北山　直司015652

TEL 059-256-9981

（株）三重プロテクト 10,000 －2404有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市庄田町２５５７－１〒514-1255

佐脇　啓之015653

TEL 059-229-9767

（株）山陽テント 9,800 －2404無法

鋼１
三重県津市半田５６７－１〒514-0823

山尾　陽彦015656

TEL 059-234-1710

（有）マルヨシ産業 3,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県津市高茶屋小森町１３１１〒514-0817

吉村　一義015657

TEL 059-225-3175

田村塗装店 －2404有個

塗１
三重県津市桜橋一丁目２５６－８〒514-0003

田村　武015659

TEL 059-268-2936

（有）大森清掃社 4,500 －2404有法

土１と１電１管１舗１し１機１解１
三重県津市安濃町妙法寺１０２〒514-2314

大森　清忠015661

TEL 059-245-8139

（株）デイ・トラスト 10,000 －2404無法

電１通１
三重県津市河芸町東千里１８１－１〒510-0303

三舩　直紀015662

TEL 059-232-3379

リペアサポート（株） 1,000 －2404無法

塗１
三重県津市白塚町３３４３－１１〒514-0101

大石　政憲015664

TEL 059-226-0801

（株）エイト不動産Ｌａｂ 10,000 －2404有法

建１大１屋１タ１内１
三重県津市丸ノ内１８－１５〒514-0033

近坂　祐吾015667

TEL 059-262-1953

（有）アメニティー１００ 3,000 －2404無法

管１
三重県津市高茶屋７－８－１３〒514-0819

前田　百規015671

TEL 059-276-7027

（有）美勢工建 3,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市美杉町八手俣９７９－１〒515-3202

雲井　孝次015673

TEL 059-255-0378

茨木塗装 －2404無個

塗１
三重県津市久居桜が丘町１７３０－８５〒514-1111

茨木　幸義015674
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TEL 059-227-8850

（有）安建 25,000 －2404有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市南中央４－１５〒514-0832

宇陀　眞子015675

TEL 059-279-3415

（有）鈴木工務店 3,000 －2404無法

建１大１屋１タ１内１
三重県津市美里町家所４４７７〒514-2102

鈴木　和弘015677

TEL 059-271-7311

（株）中板工業 3,000 －2404有法

屋１タ１板１
三重県津市河芸町中瀬２１２〒510-0308

中村　剛士015678

TEL 059-265-2602

真川緑化 －2404無個

と１
三重県津市芸濃町椋本１６０７－１２〒514-2211

真川　智和015680

TEL 059-268-0177

佐藤建築 －2404無個

建１
三重県津市安濃町安部４３０－２〒514-2327

佐藤　良隆015681

TEL 059-232-0249

西広工業 －2404無個

管１
三重県津市江戸橋１－１１８－１〒514-0001

西田　重廣015683

TEL 059-252-2313

山本造園土木 －2404有個

園１
三重県津市稲葉町２３８６－８６〒514-1252

山本　毅015684

TEL 059-226-9902

トモニ工業（株） 5,000 －2404無法

土１と１管１鋼１舗１塗１
三重県津市半田３４３４－１７〒514-0823

澤山　勝巳015685

TEL 0595-84-4331

（有）ＴＭホーム 5,000 －2403無法

建１
三重県亀山市みずきが丘４３－１２〒519-0181

谷口　靖015686

TEL 059-225-2811

三重ヰセキ販売（株） 40,000 －2404有法

機１
三重県津市垂水４９９〒514-0821

松田　英明015687

TEL 059-245-7836

（株）加藤工業 10,000 －2404無法

と１鋼１
三重県津市河芸町西千里１４８５－１〒510-0301

加藤　博文015688

TEL 059-234-0081

（株）トーシンテック 8,000 －2404無法

電１
三重県津市雲出本郷町１６１８－２〒514-0304

黒澤　美保子015689

TEL 059-233-4666

イチゼン －2404無個

塗１
三重県津市一身田町６３５〒514-0114

前川　明彦015690
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TEL 059-227-0023

（有）イワデン 3,000 －2404無法

電１
三重県津市河辺町３５３６－４〒514-0065

岩﨑　隆好015691

TEL 059-227-3236

（株）村上電気 10,000 －2404有法

電１管１
三重県津市大門５－１１〒514-0027

村上　正朋015692

TEL 059-230-2344

佐脇塗装 －2404無個

塗１
三重県津市豊が丘２－２７－１０〒514-2222

佐脇　陽孝015694

TEL 059-234-8808

（有）三興 3,000 －2404無法

内１
三重県津市雲出本郷町１４６１－９２〒514-0304

寺崎　恒男015695

TEL 059-227-6151

丸ノ内ビル管理（株） 31,000 －2404有法

土１建１大１と１電１管１塗１防１消１解１
三重県津市丸ノ内９－１３〒514-0033

辻井　壯男015696

TEL 059-228-7404

高嶋コーキング（株） 500 －2404無法

防１
三重県津市阿漕町津興８３８－１〒514-0811

髙嶋　伸行015697

TEL 059-238-4300

（株）ボンドテクノ三重 3,000 －2404無法

電１管１絶１
三重県津市雲出本郷町１３８２－３〒514-0304

西岡　正浩015699

TEL 059-223-7200

（株）バイタル 10,000 －2404有法

鋼１
三重県津市半田１５３３－６〒514-0823

若林　達也015702

TEL 059-256-2424

（有）ハズデザインルーム 5,500 －2404無法

建１大１と１内１
三重県津市久居元町２３５３－３〒514-1125

本根　幸一015703

TEL 059-265-5271

東山建築 －2404無個

大１
三重県津市芸濃町萩野７９５－６〒514-2214

東山　義治015708

TEL 059-245-0574

（株）カタオカ設備 5,000 －2404無法

管１
三重県津市河芸町上野５９６－６４〒510-0304

片岡　享015711

TEL 059-232-5330

（株）シマデンキ 5,000 －2404無法

電１
三重県津市白塚町５２８９－９〒514-0101

嶋　郁夫015712

TEL 059-256-0375

（有）プロアクティブ 500 －2404無法

管１
三重県津市久居新町１１２８－４５〒514-1118

山田　政樹015713



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-233-4649

マルテック －2404無個

と１鋼１
三重県津市一身田町３７２－５〒514-0114

丸山　泰平015716

TEL 059-269-5800

東海ハウス（株） 10,000 －2404有法

建１大１左１石１屋１管１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県津市安濃町内多１００６－１〒514-2303

上野　欽也015717

TEL 059-227-7731

（株）山下工務店 500 －2404無法

建１と１屋１板１ガ１塗１防１内１
三重県津市大倉８－３０〒514-0834

山下　哲史015718

TEL 059-293-3881

ハウスプランニング　ワイズ －2404無個

建１
三重県津市一志町みのりケ丘１１５－１２〒515-2517

安田　進015719

TEL 059-262-3770

越山建築 －2404無個

建１
三重県津市白山町南家城７４４－２〒515-3133

越山　文生015722

TEL 059-227-3325

（株）創建 20,000 －2404無法

建１と１塗１
三重県津市下弁財町津興７５３－１〒514-0805

坂口　勝幸015723

TEL 059-213-0001

牧本興業（株） 8,000 －2404無法

と１
三重県津市柳山津興３３１－１０〒514-0803

牧本　和也015724

TEL 059-226-6451

（株）酒井工業 10,000 －2404有法

と１管１
三重県津市末広町１１－９〒514-0012

酒井　竜次015727

TEL 059-238-1611

（株）住ケン三重 10,000 －2404有法

防１
三重県津市高茶屋小森町１７０７－４５６〒514-0817

川喜多　章弘015728

TEL 059-227-3126

（有）ホクシングループ 3,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市末広町２０－３０〒514-0012

北山　三弘015729

TEL 059-245-0802

（株）成樹住建 5,000 －2404無法

建１
三重県津市河芸町杜の街１－５－２６〒510-0318

森川　茂樹015731

TEL 059-273-6110

Ｆ．テクノ（有） 3,000 －2404有法

建１電１管１機１
三重県津市高茶屋小森町１７０７－４０５〒514-0817

伊藤　朗015732

TEL 059-279-3180

アーキプロ・オダ・織田建設 －2404無個

建１
三重県津市美里町家所１１０〒514-2104

織田　弘智015733
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TEL 059-234-7173

（有）尾﨑工業 3,000 －2404無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県津市雲出島貫町字塚垣内１５０２〒514-0305

尾﨑　光一015734

TEL 059-202-2154

（株）テル電工 3,000 －2404無法

電１
三重県津市安濃町川西２９９－４〒514-2308

坂　照彦015736

TEL 059-222-3607

（株）ｓｕｍｉｋｅｎ 5,000 －2404有法

タ１
三重県津市大谷町５７－９〒514-0007

角谷　明彦015738

TEL 059-261-7884

（株）ヒロ・テクノサービス 2,000 －2404無法

土１と１
三重県津市久居持川町２２５６－１５〒514-1104

近藤　浩015739

TEL 059-234-1386

信栄工業（有） 5,000 －2404有法

管１機１
三重県津市雲出伊倉津町１５８８－１〒514-0302

逢阪　孝015741

TEL 059-254-5021

（有）吉永興業 5,000 －2404有法

と１解１
三重県津市戸木町東羽野５４７１－１〒514-1138

京谷　幸則015742

TEL 059-228-5750

大門デンキ（株） 13,000 －2404有法

建１大１タ１内１
三重県津市納所町１２５－１〒514-0051

清水　雅雄015743

TEL 059-256-6965

みやざき住建 －2404無個

建１大１内１
三重県津市久居井戸山町３０１－２〒514-1114

宮﨑　立人015744

TEL 059-253-5030

（株）ウインドテックエンジニアリング 10,000 －2404無法

電１機１
三重県津市観音寺町６０４－７９〒514-0062

村上　貴允015745

TEL 059-252-0082

一峯建築設計 －2404無個

建１大１
三重県津市稲葉町１－１０〒514-1252

池山　琢馬015746

TEL 059-255-3515

勝野設備 －2404無個

管１
三重県津市久居北口町８８４－２〒514-1105

勝野　敏之015748

TEL 059-238-0404

（有）マルヨシ 3,000 －2404有法

と１解１
三重県津市雲出伊倉津町７７６－２〒514-0302

大西　義太郎015750

TEL 059-232-4370

服部建築 －2404無個

建１大１
三重県津市栗真町屋町５２６－６〒514-0102

服部　良一015751
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令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-225-5984

中部商事（株） 10,000 －2404有法

と１
三重県津市北丸ノ内１９１〒514-0031

川治　友和015752

TEL 059-271-8801

（株）松谷 3,000 －2404無法

機１
三重県津市小舟９０４－１６〒514-0072

松谷　清幸015753

TEL 059-268-3410

天昇工業 －2404無個

と１
三重県津市安濃町妙法寺９０－１〒514-2314

三島　崇015754

TEL 059-271-5685

（有）寺岡建設 3,000 －2404無法

と１機１
三重県津市河芸町杜の街２－３６－８〒510-0318

寺岡　広樹015756

TEL 059-292-2360

（株）スギショウ 3,000 －2404無法

土１左１と１石１管１タ１鋼１舗１塗１防１水１解１
三重県津市香良洲町字新開地６０３６－２〒514-0315

杉本　勝義015757

TEL 059-230-8228

メイシン工業（株） 3,000 －2404無法

管１
三重県津市大里野田町２１１０－１〒514-0122

世古　明夫015760

TEL 059-265-3160

（株）フルイチ住建 10,000 －2404無法

土１建１大１と１鋼１舗１水１
三重県津市芸濃町椋本５１６〒514-2211

古市　浩司015761

TEL 059-394-3560

（株）仁志工業 5,000 －2402無法

筋１
三重県三重郡菰野町大字菰野１８４７－４１〒510-1233

物江　ゆたか015762

TEL 059-229-0318

市川工建 －2404無個

具１
三重県津市相生町１３６〒514-0017

市川　勝哉015764

TEL 059-268-3394

（株）川瀬建築 8,000 －2404無法

建１
三重県津市安濃町前野１〒514-2317

川瀬　泰弘015768

TEL 059-293-0258

（有）小田設備 3,000 －2404無法

管１
三重県津市一志町片野２３９－５〒515-2511

小田　都之015769

TEL 059-227-5241

（株）ＷａｔｅｒＰｒｏ水坊主 500 －2404無法

管１
三重県津市垂水２０１０－４４〒514-0821

冨山　修身015771

TEL 059-254-1515

（株）ＩＷＡＫＩ 10,000 －2404無法

と１管１鋼１
三重県津市戸木町７７９５〒514-1138

岩城　隆信015772
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TEL 059-225-2174

三洋瓦斯工事（株） 10,000 －2404無法

管１
三重県津市神納４５－１〒514-0054

森田　敦015774

TEL 059-213-3883

諏訪組（株） 5,000 －2404無法

土１と１舗１解１
三重県津市半田８３６－２６〒514-0823

諏訪　和人015775

TEL 0598-67-0202

（株）伸友 3,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県松阪市嬉野算所町５９０－２２〒515-2335

松山　春明015776

TEL 059-261-8816

（株）ヤマシキ 5,000 －2404無法

管１
三重県津市白塚町２８２８－１〒514-0101

山舗　浩伸015777

TEL 059-245-1652

服部組 －2404無個

と１
三重県津市河芸町千里ケ丘７８－１〒510-0302

服部　洋幸015778

TEL 059-253-4558

髙山工業 －2404無個

塗１
三重県津市高茶屋小森町１７０７－３７５〒514-0817

髙山　幸則015779

TEL 059-223-2266

（株）中廣ＣＳＧ 10,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１通１水１
三重県津市藤方６０２－１〒514-0815

中須　広明015780

TEL 059-245-7261

ゴトウ塗装工業（株） 5,000 －2404無法

塗１防１
三重県津市河芸町西千里１５４３－２〒510-0301

後藤　英己015782

TEL 059-231-7573

（株）幸栄 5,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市一身田中野３０４－８〒514-0112

草川　則幸015784

TEL 059-202-5026

（株）雅建 10,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市久居小野辺町１５７３－２〒514-1112

金子　雪子015785

TEL 059-234-3559

エクステリア松尾 －2404無個

と１
三重県津市城山２－７－１２〒514-0818

松尾　光洋015790

TEL 059-279-2282

（株）ＡＭＨＬ 3,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県津市美里町日南田６３８－１〒514-2103

箕田　智子015791

TEL 059-245-8055

（株）三重新建設 5,000 －2404無法

建１大１屋１タ１内１
三重県津市河芸町東千里２６７－１〒510-0303

谷村　幸代015794
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令和 3年 3月末日 現在　　
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TEL 059-293-0228

（有）ビアス 3,000 －2404有法

具１
三重県津市一志町田尻８５－１〒515-2516

前川　尚慶015795

TEL 059-226-7637

（有）高橋設備サービス 3,000 －2404無法

電１通１
三重県津市上弁財町津興３２０５－４〒514-0804

高橋　良一015797

TEL 059-232-6212

中川工業 －2404無個

内１具１
三重県津市一身田平野６３７－１６〒514-0111

中川　博015798

TEL 059-271-7444

（株）創建 5,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市香良洲町３９５４－３２〒514-0314

松島　康雄015799

TEL 059-226-3334

（株）ＳＨＹ 10,000 －2404有法

内１
三重県津市船頭町津興３４５５〒514-0801

林口　典雄015801

TEL 059-237-0603

稲垣建築 －2404無個

建１大１屋１タ１内１
三重県津市殿村７５４〒514-0073

稲垣　博文015802

TEL 059-231-6095

大豊工業（有） 3,000 －2404無法

建１大１屋１タ１内１
三重県津市大里窪田町８３４－１〒514-0125

大河内　粋015803

TEL 059-226-2552

セコム三重（株） 50,000 －2404有法

電１通１消１
三重県津市寿町１４－１５〒514-0015

山田　隆史015806

TEL 0598-42-7991

長柾建築事務所 －2406有個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１園１水１
三重県松阪市嬉野下之庄町２１－１〒515-2354

長谷川　雅平015807

TEL 059-267-0166

（株）ティ・エス・サービス 1,000 －2404有法

と１
三重県津市安濃町川西２５４－１〒514-2308

玉津　聡嗣015808

TEL 059-273-0909

相良建築 －2404無個

建１
三重県津市美杉町太郎生２９８６－１６〒515-3536

相良　悦生015809

TEL 059-227-5511

（株）光機械製作所 40,000 －2404有法

電１管１機１通１
三重県津市一身田中野８－１〒514-0112

西岡　慶子015810

TEL 059-255-6198

（株）アトリエＬｉｖｉｎｇＣｒａｆｔ 5,000 －2404無法

建１大１と１屋１内１
三重県津市川方町５０１－２〒514-1122

扇野　正実015812
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TEL 059-279-2225

（株）Ｓｗｅｅｔ　Ｈｏｍｅ 5,000 －2404無法

建１
三重県津市美里町南長野１３８８－１〒514-2114

山﨑　誠二015813

TEL 059-262-3083

（株）南工業 1,000 －2404無法

土１と１舗１解１
三重県津市白山町南家城９６５〒515-3133

南　明015816

TEL 059-252-0300

（株）ニシケン興業 1,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市稲葉町字上鴻野２８１－１〒514-1252

西川　純二015817

TEL 059-235-0351

（株）北園工業 10,000 －2404有法

と１電１管１鋼１解１
三重県津市雲出伊倉津町１２６３－１〒514-0302

北薗　一文015818

TEL 059-228-9453

大陽板金（株） 10,000 －2404無法

板１
三重県津市半田１７１〒514-0823

横山　浩之015819

TEL 059-245-4662

（株）モトケン 5,000 －2404無法

と１
三重県津市河芸町久知野１７４４〒510-0312

別府　基司015820

TEL 059-245-4603

（株）Ｙ’ ｓ建築 5,000 －2404無法

建１大１
三重県津市河芸町中別保２４０６－４〒510-0305

服部　安行015822

TEL 059-232-2484

名機産業三重（株） 10,000 －2404有法

電１
三重県津市栗真小川町２０７－１〒514-0104

山口　勝也015823

TEL 059-234-2771

（株）東晋商事 19,000 －2404有法

土１建１と１管１
三重県津市高茶屋小森上野町２７９３－１〒514-0816

中川　正巳015825

TEL 059-253-7573

（株）コーラルリーフ 5,000 －2404有法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１解１
三重県津市観音寺町４４６－７８〒514-0062

坂下　嘉彦015826

TEL 059-293-5118

（有）トーヨー 5,000 －2404有法

電１通１消１
三重県津市一志町庄村２４３－３〒515-2501

牛場　茂之015827

TEL 059-231-7423

ＦＵＴＡＭＩ －2404無個

塗１
三重県津市白塚町１－１３６〒514-0101

生川　敬記015828

TEL 059-236-3880

ガーデンクラフト －2404無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県津市栗真町屋町６１２－１〒514-0102

大河内　好子015831



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

359頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-253-6838

勇工業 －2404無個

と１
三重県津市戸木町７００６－１〒514-1138

豊田　勇貴015832

TEL 059-261-6325

伊藤軽天工業（株） 10,000 －2404無法

内１
三重県津市観音寺町７６０－１７〒514-0062

伊藤　正晴015833

TEL 059-232-5430

豊田設備 －2404無個

管１
三重県津市一身田豊野１１９４－１３〒514-0115

豊田　勝美015834

TEL 059-254-4343

（株）桐山興業 5,000 －2404無法

土１と１舗１解１
三重県津市久居中町７９９－３〒514-1107

桐山　慎也015835

TEL 059-253-7420

（株）ＡＬＯＵＤ 5,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県津市栗真町屋町南浜１３２１〒514-0102

吉川　良太015836

TEL 059-274-1777

樋口建築 －2404無個

建１大１屋１タ１内１
三重県津市美杉町石名原３１２２－１〒515-3533

樋口　広015837

TEL 059-255-2631

斎藤工務店 －2404無個

建１
三重県津市青葉台１－６－５〒514-1139

斎藤　信人015838

TEL 059-255-7199

大下建築工房 －2404無個

建１大１屋１タ１内１
三重県津市久居小野辺町２０１７－１６〒514-1112

大下　勇二015839

TEL 059-262-7110

（株）ＪＳＩ 5,000 －2404有法

土１建１と１舗１水１解１
三重県津市白山町北家城１０００〒515-3132

松田　信敏015840

TEL 059-293-3321

奥田建築 －2404無個

建１
三重県津市一志町片野５９６－３５〒515-2511

奥田　明夫015841

TEL 059-256-3003

（株）エコ・プランニング 10,000 －2404有法

土１と１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市森町２３４３〒514-1254

吉田　孔顕015842

TEL 059-252-2119

（株）東伸電工 1,000 －2404無法

電１
三重県津市久居緑が丘町１－３５－１２〒514-1258

宮田　知芳015843

TEL 059-245-1314

（株）河芸クリーン 3,000 －2404有法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１解１
三重県津市河芸町中別保２１５－１〒510-0305

神谷　守015845



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

360頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-273-5530

（株）椋下建設 5,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１
三重県津市上浜町１－１００〒514-0008

椋下　寛之015846

TEL 059-222-7207

（有）カワシマ 3,000 －2404無法

と１
三重県津市乙部２０７４〒514-0016

川嶋　栄二015847

TEL 059-221-3075

（有）鈴建コンサルタント 3,000 －2404有法

建１
三重県津市藤方９０１－６〒514-0815

鈴木　直樹015848

TEL 059-228-4895

宮村興業 －2404有個

土１と１
三重県津市藤方１２６１－１０〒514-0815

宮村　章男015849

TEL 059-261-5076

池村管工 －2404無個

管１
三重県津市修成町１１－７〒514-0837

池村　和勇015852

TEL 059-264-7131

（株）ヒラマツ 30,000 －2404有法

鋼１塗１
三重県津市雲出長常町１３４９－９３〒514-0303

平松　洋一郎015855

TEL 059-233-0037

アイボック －2404無個

鋼１
三重県津市河芸町北黒田字大谷１１２１－６〒510-0317

河戸　一浩015856

TEL 059-234-4571

三重合成商事（株） 10,000 －2404有法

と１
三重県津市高茶屋小森上野町２７９３－９〒514-0816

岸江　伸幸015858

TEL 059-293-5809

（株）山口産業 6,000 －2404有法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１水１
三重県津市一志町高野２６０８－２〒515-2504

山口　行治015859

TEL 059-237-2100

（有）Ｋ＆Ｄ 5,000 －2404有法

電１管１
三重県津市殿村１５３３－２〒514-0073

櫛田　達也015860

TEL 059-236-6005

（株）マエケンｃｉ 5,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県津市一身田町３０１－３〒514-0114

前川　誠徳015863

TEL 059-238-3171

（株）ＡＳＩＢＡＹＡ 10,000 －2404有法

と１
三重県津市高茶屋小森上野町８０８〒514-0816

草深　久史015865

TEL 059-229-3689

（株）井上組 5,000 －2404無法

と１
三重県津市藤方　１７０８－５〒514-0815

井上　陽介015866



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

361頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-233-4525

中勢設備工業所 －2404無個

管１
三重県津市一身田大古曽１７４－１〒514-0113

石原　英幸015867

TEL 059-259-1733

（株）庭工房 1,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県津市庄田町２５６５－２５〒514-1255

岩脇　峰生015868

TEL 059-292-2515

（株）彩 10,000 －2404無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県津市香良洲町５９５１－１〒514-0315

小野　昌孝015869

TEL 090-1577-6075

（株）マルサン 1,000 －2402無法

塗１防１内１
三重県四日市市釆女町１６３２－１５〒510-0954

倉田　浩延015871

TEL 059-222-7389

亀山設備工業 －2404無個

管１
三重県津市半田２２２６－１２５〒514-0823

亀山　貴洋015872

TEL 059-225-5596

（株）ガスリビング三重 10,000 －2404有法

建１大１管１内１
三重県津市西丸之内１９－１〒514-0035

岡本　和哉015873

TEL 059-221-3388

（有）丸福興業 3,000 －2404有法

土１建１と１鋼１舗１塗１防１内１絶１水１
三重県津市大字乙部２０８８〒514-0016

森川　隼丞015874

TEL 059-234-3123

Ｙ・コーポレーション（有） 3,000 －2404無法

管１
三重県津市雲出長常町１３４９－１０６〒514-0303

吉村　成人015875

TEL 059-234-6899

（有）前田金属 10,800 －2404有法

と１解１
三重県津市雲出長常町１１８８－１〒514-0303

前田　幸秀015878

TEL 059-273-6908

濱田工業（株） 10,000 －2404無法

建１と１塗１防１内１
三重県津市高茶屋６－１１－７５ロイヤルガーデンＤ１０３〒514-0819

濱田　幹太015879

TEL 059-237-5733

（株）小松電設 5,000 －2404無法

電１
三重県津市緑が丘１－５－３〒514-0825

小松　周015880

TEL 059-271-6066

（株）日塗建 3,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１防１水１解１
三重県津市栄町１－９０６〒514-0004

朝倉　達也015881

TEL 059-226-7150

（株）田中孝建築設計事務所 500 －2404有法

建１
三重県津市三重町津興４３３－４７〒514-0802

田中　孝015883



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

362頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-236-1800

（株）ＫＯＵＡ 5,000 －2404無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県津市栗真中山町２６０－５〒514-0103

市瀬　光貴015884

TEL 059-229-1550

（株）ムラタホールディングス 5,000 －2404有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県津市津興６９－２〒514-0812

村田　賢015885

TEL 059-268-3434

（有）創電サービス 3,000 －2404有法

電１
三重県津市安濃町今徳山出７７１－１〒514-2313

飯渕　修015886

TEL 059-268-2225

（株）ＭＥＲＣＵＲＹ 2,000 －2404無法

土１と１舗１水１
三重県津市安濃町今徳１３１２－７〒514-2313

川瀨　貴三015887

TEL 059-253-8005

（株）アクアライン 1,000 －2404無法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県津市津興１０４－３〒514-0812

鈴木　宏昌015888

TEL 059-230-3557

（株）堀建設 5,000 －2404無法

大１
三重県津市高野尾町６６３－３〒514-2221

堀　圭三015889

TEL 059-234-7620

（株）外山鉄筋 2,000 －2404無法

筋１
三重県津市雲出伊倉津町９８１－４〒514-0302

外山　学也015890

TEL 059-255-6105

（株）タカセ 5,000 －2404有法

電１通１
三重県津市久居持川町２２５３－３０〒514-1104

髙瀬　圭司015891

TEL 059-253-8659

（合）ライフコーポレーション 2,000 －2404無法

建１と１鋼１ガ１塗１防１内１
三重県津市高茶屋６－６－１５〒514-0819

赤津　博基015892

TEL 059-273-6270

（株）メタルＧ 5,000 －2404有法

土１と１
三重県津市一志町高野１１９７〒515-2504

市川　博士015894

TEL 059-236-5111

（株）ＺＴＶ 1,070,400 －2404有法

電１通１
三重県津市あのつ台４－７－１〒514-8557

田村　欣也015895

TEL 059-255-2248

前川左官 －2404無個

左１
三重県津市木造町２４７９〒514-1115

前川　宏幸015896

TEL 059-213-8181

（株）エム 20,000 －2404無法

土１と１舗１園１解１
三重県津市垂水１９６０－１〒514-0821

岸田　充功015897



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-271-9125

（株）住創 5,000 －2404有法

屋１
三重県津市藤方２６１０－４〒514-0815

清水　明015898

TEL 059-226-2503

エクステリアＫＵＢＯＴＡ －2404無個

と１
三重県津市垂水２６７０－１１７〒514-0821

久保田　幹夫015899

TEL 059-227-5928

藤本電工 －2404無個

電１
三重県津市末広町６－２７〒514-0012

藤本　和大015900

TEL 059-271-5981

ＳＹＡ防災設備 －2404無個

電１通１消１
三重県津市中河原字矢倉下６４０〒514-0018

井内　哲志015901

TEL 059-262-1848

（有）ガージュー 3,000 －2404有法

土１と１舗１解１
三重県津市白山町南家城２４４７〒515-3133

神尾　理恵015903

TEL 059-239-0220

Ｍ・Ａ －2404無個

建１大１と１タ１鋼１筋１解１
三重県津市小舟５６６－２０〒514-0072

山﨑　倫敬015904

TEL 059-225-9052

平板金工業 －2404無個

板１
三重県津市修成町１０－２０〒514-0837

平　和人015906

TEL 059-234-8100

亀井機工（株） 10,000 －2404有法

機１
三重県津市高茶屋小森上野町１１５１〒514-0816

亀井　隆典015907

TEL 059-253-2887

ＩＨＩ技建（株） 10,000 －2404無法

鋼１
三重県津市香良洲町６５８８－２〒514-0315

石川　剛015909

TEL 059-246-3547

小川工業（株） 2,000 －2404無法

屋１板１
三重県津市雲出鋼管町１〒514-0301

小川　浩克015911

TEL 059-262-3020

中勢森林組合 99,270 －2404有法

土１と１園１
三重県津市白山町南家城９１５－１〒515-3133

森　秀美015912

TEL 059-236-6606

（株）ＫＵＢＯ 1,000 －2404有法

塗１
三重県津市白塚町３８０６〒514-0101

久保　仁志015913

TEL 059-233-5008

丹羽工業（株） 5,000 －2404無法

絶１
三重県津市一身田上津部田３０２７〒514-0061

丹羽　宏之015915



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-222-8480

三角工業（有） 5,000 －2404無法

建１大１
三重県津市垂水３９２〒511-0821

細野　善典015918

TEL 059-232-6436

南商会（株） 5,000 －2404有法

土１と１電１舗１
三重県津市白塚町３０２５〒514-0101

南　祐二015919

TEL 059-224-5878

後藤組 －2404無個

と１
三重県津市柳山津興１６５１〒514-0803

後藤　大祐015920

TEL 059-253-5380

（株）Ｉ．Ｐクラフト 3,000 －2404無法

内１
三重県津市藤方１２１２－５〒514-0815

後久　昌司015922

TEL 059-228-0485

ＩＰＰＯＷ －2404無個

土１建１
三重県津市丸之内養正町１１－８〒514-0036

駒田　浩一015923

TEL 059-264-7415

（株）ＫＥＮＳＩＮ 1,000 －2404無法

と１塗１防１
三重県津市垂水２９８４－８〒514-0821

沼田　直015924

TEL 059-237-1479

中尾技研工業（株） 10,500 －2404有法

と１
三重県津市安東町字西川原２３１９－１〒514-0058

中尾　吉也015925

TEL 059-237-3694

八ヶ代鉄筋 －2404無個

筋１
三重県津市片田新町１２－４〒514-0083

八ヶ代　誠015926

TEL 059-221-5556

（株）友福電気 5,000 －2404無法

電１
三重県津市中河原２０２７〒514-0018

福本　晃大015928

TEL 059-245-2882

（有）ダイワ興業 3,000 －2404有法

解１
三重県津市河芸町南黒田１６２２－２〒510-0316

行方　武二015929

TEL 059-202-1098

横田ポンプサービス －2404無個

管１
三重県津市高茶屋小森町１７０７－４３８〒514-0817

横田　義治015930

TEL 059-262-1171

いちかわ創建 －2404無個

土１建１と１石１管１舗１園１水１
三重県津市白山町佐田２５２〒515-2621

市川　良則015931

TEL 059-202-0344

（株）鳥建 5,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市半田２３３１－２２〒514-0823

鳥居　成寿015932



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

365頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-256-1317

（株）八太商事 10,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市久居新町１１６２－３〒514-1118

八太　正年015933

TEL 059-261-6611

（株）ｈ．ｐ．ｉ 5,000 －2404無法

塗１
三重県津市久居野村町５９５－７〒514-1113

堀川　正喜015934

TEL 059-233-5117

菅尾工業 －2404無個

土１と１石１管１舗１塗１水１
三重県津市夢が丘１－４１－３〒514-0116

菅尾　信司015935

TEL 059-233-0699

堀場塗装 －2404無個

塗１
三重県津市白塚町１２６１－２〒514-0101

堀場　一成015936

TEL 059-229-6292

（株）Ｋ２建設 5,000 －2404無法

土１管１
三重県津市藤方１５２７－６〒514-0815

小林　恭二015937

TEL 059-239-0330

日比電設（株） 5,000 －2404無法

電１管１通１
三重県津市野田２４７３－３〒514-0826

日比　均015938

TEL 059-262-4650

（株）不二電機 3,000 －2404無法

電１
三重県津市白山町二本木１００１－１８８〒515-2602

藤岡　實015939

TEL 059-234-4620

ＴＡＫＡ保温工業 －2404無個

絶１
三重県津市高茶屋小森町１２９９－７〒514-0817

高木　理行015940

TEL 059-252-1823

ミラック －2404無個

建１と１屋１塗１防１内１
三重県津市久居一色町３２２－１０〒514-1253

三井　忠015942

TEL 059-261-4669

（株）大新 5,000 －2404無法

内１
三重県津市三重町津興４３３－６６〒514-0802

野呂　太志015943

TEL 059-273-5445

（株）ＨＡＲＭＯＮＹ 5,000 －2404無法

建１
三重県津市藤方１０３６－１〒514-0815

山本　航聡015944

TEL 059-265-2058

海野建築 －2404無個

建１
三重県津市芸濃町椋本７５３－６〒514-2211

海野　豪015946

TEL 059-202-3501

オミヤ美装 －2404有個

と１解１
三重県津市久居射場町１０１－１〒514-1108

尾宮　涼015947



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

366頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 090-2944-1331

（株）ＫＡＴＯ総合設備 5,000 －2404有法

管１
三重県津市丸之内１９－３〒514-0033

加藤　英樹015948

TEL 059-230-4056

インテリア稜 －2404無個

内１
三重県津市豊が丘５－６－５〒514-2222

白藤　千佳015949

TEL 059-273-5926

長谷川総建 －2404無個

と１
三重県津市安濃町安濃２７０３－８〒514-2302

長谷川　純一015951

TEL 059-267-1023

（株）池田硝子 5,000 －2404無法

ガ１具１
三重県津市安濃町清水１７６〒514-2305

池田　雅敏015952

TEL 059-255-5598

（株）鈴木電設 3,000 －2404無法

電１
三重県津市久居野村町２０３０－６〒514-1113

鈴木　昌二015953

TEL 059-229-0200

（株）ＴＤ 5,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市西丸之内３６－２６〒514-0035

田中　広二015954

TEL 0598-30-8360

（株）和工業 5,000 －2406無法

と１解１
三重県松阪市高町３３７－１８〒515-0011

山本　真也015955

TEL 059-235-1133

（有）池田組 3,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市雲出長常町２６－７〒514-0303

池田　三善015956

TEL 059-293-5701

（有）ビー・ジェイ・コーポレーション 3,000 －2404有法

建１
三重県津市一志町庄村４１７－１〒515-2501

清水　勲015957

TEL 059-293-3778

菅建設 －2404無個

土１と１
三重県津市一志町片野５７１－２２〒515-2511

菅　三喜雄015958

TEL 059-235-1356

田中設備配管 －2404無個

管１
三重県津市雲出島貫町１４７２－１〒514-0305

田中　博弥015959

TEL 059-232-7543

篠木建築 －2404無個

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県津市白塚町１－１２８〒514-0101

篠木　道夫015960

TEL 059-271-6702

（株）リペイント匠 8,000 －2404無法

と１塗１防１
三重県津市久居相川町２１００－８〒514-1103

久保　信也015961



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-255-3634

（株）オザワ建設 5,000 －2404無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県津市久居東鷹跡町４０－１〒514-1136

小澤　勇紀015962

TEL 059-253-7681

（株）ニシイ 5,000 －2404有法

土１建１と１鋼１機１
三重県津市安濃町内多２３７０〒514-2303

西井　範忠015963

TEL 059-237-3990

中部エンジニヤサービス（株） 10,000 －2404有法

土１管１機１
三重県津市安濃町草生１９２〒514-2328

大西　輝015964

TEL 059-253-7547

（株）ＴＷ設備 5,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市芸濃町北神山３８７－５〒514-2213

若柳　敏行015966

TEL 059-232-1006

谷本建装 －2404無個

タ１
三重県津市大里川北町２９５－５０〒514-0124

谷本　正015967

TEL 059-234-3450

（有）博進堂 3,000 －2404有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県津市高茶屋小森上野町１３３６－８〒514-0823

奥田　翔悟015968

TEL 059-265-5574

神田建築 －2404無個

建１大１
三重県津市芸濃町林１９９－１〒514-2202

神田　昌昭015969

TEL 059-231-3676

（株）江藤鉄筋 500 －2404無法

筋１
三重県津市一身田町３１３－１９〒514-0114

江藤　真久015970

TEL 059-253-4711

（株）イーティオー 5,000 －2404有法

電１
三重県津市島崎町１７９－５２〒514-0002

江藤　克政015971

TEL 059-266-1088

（有）五光 3,000 －2404無法

建１タ１
三重県津市芸濃町椋本３８５５－１５〒514-2211

楠井　隆015972

TEL 059-253-5320

（株）松浦建築 5,000 －2404無法

建１
三重県津市片田志袋町２３１〒514-0075

松浦　健二015974

TEL 059-222-0044

（株）まるも塗装店 5,000 －2404無法

塗１
三重県津市末広町１０－１２明石ハイツＡ１０３〒514-0012

望月　仁詞015975

TEL 059-262-4395

藤建 －2404無個

建１
三重県津市白山町山田野９００－１〒515-2613

藤岡　達也015977



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-253-1477

（株）キタオカ 5,000 －2404無法

と１
三重県津市神戸１２６３－２〒514-0824

北岡　勇基015978

TEL 059-228-6225

砂文建材 －2404無個

管１
三重県津市中河原大井町２０９７〒514-0018

松本　義幸015979

TEL 059-293-2930

（有）赤羽電工 3,000 －2404有法

電１
三重県津市一志町高野１６０－１３２〒515-2504

鮒田　康成015980

TEL 059-256-2331

（株）新井商店 13,500 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市森町１６１４－１〒514-1254

上田　哲生015981

TEL 059-226-2103

パワーホーム三重（株） 20,000 －2404無法

建１
三重県津市修成町１８－２８〒514-0837

山口　浩輝015982

TEL 059-202-2138

桃太郎設備 －2404無個

管１
三重県津市藤枝町５０－７〒514-0814

佐々木　九一015983

TEL 059-273-6608

ｎｅｅｄｓ．ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（株） 500 －2404有法

電１
三重県津市末広町３１－２〒514-0012

伊藤　純一015984

TEL 059-273-5775

三重リコピー（株） 24,000 －2404有法

通１
三重県津市あのつ台４－６－３〒514-0131

松田　幸久015985

TEL 059-239-0515

（株）新和工業 500 －2404有法

防１
三重県津市緑が丘２－４－１０５〒514-0825

釡森　健太015986

TEL 059-245-3765

ＭＫ保温 －2404無個

絶１
三重県津市河芸町上野５００－２６〒510-0304

勝野　博015987

TEL 059-253-5444

（株）イナモリ 5,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市芸濃町楠原１３１０－６〒514-2201

稲嶺　三重子015988

TEL 059-271-9330

（株）三栄電設 1,000 －2404無法

電１
三重県津市高茶屋５－１１－３８〒514-0819

杉山　智紀015989

TEL 059-222-1036

Ｂｕｄｄｉｅｓ（株） 6,000 －2404有法

管１機１
三重県津市丸之内３４－５　津中央ビル６階〒514-0033

酒井　猪一郎015990
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TEL 059-225-3170

（株）こだま 10,000 －2404有法

建１
三重県津市藤方２２５１－１〒514-0815

福島　健一朗015991

TEL 059-253-3518

三翔 －2404無個

と１
三重県津市木造町９３１－１〒514-1115

須川　豊015992

TEL 059-225-1472

（株）ミエデンシステムソリューション 30,000 －2404有法

通１
三重県津市桜橋２－１８０－５〒514-0003

平岡　光一015993

TEL 0598-30-8485

（株）ＳＫ・ＳＵＺＵＫＩ 5,000 －2406有法

と１解１
三重県松阪市大黒田町１８２９－４〒515-0063

中西　亜実015994

TEL 059-268-3590

ミタカ通信 －2404無個

通１
三重県津市安濃町戸島７０４〒514-2322

髙士　治久015995

TEL 059-253-5406

（株）ヨシズミテック 5,000 －2404無法

土１建１と１管１舗１園１
三重県津市木造町２５０７－２〒514-1115

吉住　文男015996

TEL 059-253-6884

橋本建築 －2404無個

大１
三重県津市河芸町杜の街３－１０－１〒510-0318

橋本　純一015997

TEL 059-269-5200

（株）ＩＫＣ 5,000 －2404無法

と１
三重県津市白塚町３４２３〒514-0101

石田　真吾015998

TEL 059-232-8433

（株）ＥＮＥＵＰ 3,000 －2404有法

電１
三重県津市白塚町４２８８－１〒514-0101

西村　孝子015999

TEL 059-293-3930

鈴木土建 －2404無個

土１と１舗１
三重県津市一志町みのりケ丘１１５－１７３〒515-2517

鈴木　聡016000

TEL 0598-56-3038

かじ義鉄工 －2406無個

建１鋼１
三重県松阪市小野江町３０８－１〒515-2109

大井　紀生016015

TEL 059-273-0217

金山建築 －2404無個

建１
三重県津市美杉町太郎生３８７９－１〒515-3536

金山　光次016017

TEL 059-293-4848

（株）中間ＴＲＣ 13,000 －2404有法

と１解１
三重県津市一志町小山８３７－２０〒515-2514

高野　泰宏016030
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TEL 0598-56-2099

奥川工務店 －2406無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県松阪市中道町２７１〒515-2115

奥川　嘉昭016032

TEL 059-293-0988

東出工務店 －2404無個

土１と１管１舗１
三重県津市一志町八太３８６－１〒515-2515

東出　哲治016035

TEL 059-262-5477

白山町造園業（同） 5,000 －2404無法

園１
三重県津市白山町川口１９４３－１〒515-2603

岩高　武司016036

TEL 0598-56-5448

池和重機（株） 10,000 －2406無法

と１機１
三重県松阪市西肥留町字神子柱１９１－２〒515-2106

玉井　千寛016040

TEL 059-293-2750

（有）アイテイオー建築 3,000 －2404無法

建１
三重県津市一志町大仰２４２６－２〒515-2524

伊藤　寛隆016047

TEL 059-274-0283

前田建築 －2404無個

建１
三重県津市美杉町奥津１８６４－１〒515-3531

前田　晋一016050

TEL 059-252-2345

シバ電工 －2404無個

電１
三重県津市稲葉町２５０９－８〒514-1252

芝　一有016052

TEL 059-262-4112

装建工業（株） 12,500 －2404無法

内１
三重県津市白山町川口５７３９－３〒515-2603

山本　和広016055

TEL 0598-42-4928

（有）福本硝子 3,000 －2406無法

ガ１具１
三重県松阪市嬉野見永町２３８〒515-2312

福本　和也016056

TEL 0598-56-5872

（有）三重住宅改良センター 3,000 －2406無法

建１
三重県松阪市曽原町１２４８－１〒515-2112

原　義明016060

TEL 059-255-2189

服部建設（株） 10,000 －2404無法

建１
三重県津市久居新町１１０５－２〒514-1118

服部　龍016063

TEL 059-256-4717

（株）亀山設備 10,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市久居相川町２０５４－３〒514-1103

亀山　圭016069

TEL 059-252-1300

（株）向陽 10,000 －2404有法

建１
三重県津市森町１９２２－１〒514-1254

朝倉　裕文016070
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TEL 059-262-1240

（有）辻本水道 5,000 －2404無法

土１と１管１舗１水１
三重県津市白山町川口７４９５－１〒515-2603

辻本　篤矢016071

TEL 059-256-9316

（株）三重電気システム 20,000 －2404無法

土１電１通１
三重県津市久居北口町８９３－２１〒514-1105

吉田　利明016072

TEL 059-252-1023

仁中土木（有） 5,000 －2404無法

土１と１舗１
三重県津市久居一色町６９２－１〒514-1253

中西　敏子016075

TEL 059-256-0122

（株）タカミ 10,000 －2404有法

土１建１と１石１舗１塗１解１
三重県津市庄田町１４３２〒514-1255

小川　賢司016076

TEL 059-262-4931

（有）中西産業 10,000 －2404有法

土１と１石１管１鋼１舗１園１水１解１
三重県津市白山町南家城１６９〒515-3133

中西　剛016078

TEL 059-273-0551

山本建築 －2404無個

建１
三重県津市美杉町太郎生２７８５〒515-3536

山本　成　016079

TEL 059-256-7066

青山サッシ工業 －2404無個

建１具１
三重県津市庄田町２３９３－２〒514-1255

青山　圭一016084

TEL 0598-42-6823

（有）日豊工営 3,000 －2406無法

具１
三重県松阪市嬉野算所町６５６－３〒515-2335

保田　晴夫016087

TEL 059-255-2753

藤田畳店 －2404無個

内１
三重県津市久居元町２１３２－１〒514-1125

藤田　剛016089

TEL 059-293-1234

（有）岡山工業 10,000 －2404無法

土１と１管１舗１解１
三重県津市一志町其村１－５〒515-2502

岡山　勉016092

TEL 059-292-2264

醍醐工務店 －2404無個

建１
三重県津市香良洲町３９３１〒514-0315

醍醐　利和016094

TEL 0598-56-4016

長崎電気商会 －2406無個

電１
三重県松阪市小舟江町２２８－７〒515-2104

長崎　憲雄016103

TEL 059-255-2603

（有）北亀瓦店 8,000 －2404無法

屋１
三重県津市久居野村町８６８〒514-1113

北角　幸生016108
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TEL 0598-56-6680

（有）前川瓦店 3,000 －2406無法

屋１
三重県松阪市久米町３７２－１〒515-2122

澁谷　良高016111

TEL 059-255-4054

（有）栗倉通設 3,000 －2404無法

通１
三重県津市庄田町８５７－３〒514-1255

倉田　幸宏016119

TEL 059-292-3800

（有）リビングかわまた 3,000 －2404有法

建１管１
三重県津市香良洲町４１１－１〒514-0313

川俣　元016125

TEL 059-293-1773

（有）田中建設 5,000 －2404無法

土１建１と１タ１
三重県津市一志町日置３７０〒515-2503

田中　隆之016126

TEL 059-255-5260

（有）島上総合エンジニア 3,000 －2404無法

土１と１管１
三重県津市木造町２４９２〒514-1115

島上　司016127

TEL 0598-56-6877

（有）橋爪板金 3,000 －2406無法

屋１タ１板１
三重県松阪市笠松町１２４－７〒515-2103

橋爪　年男016128

TEL 059-254-4555

ナカケンホーム（株） 5,000 －2404有法

建１
三重県津市庄田町２０７８－１〒514-1255

中川　直樹016131

TEL 059-255-7345

（株）那珂技建工業 10,000 －2404有法

建１
三重県津市久居元町２３６１－２〒514-1125

那珂　正廣016132

TEL 059-262-1224

（株）嶋﨑石油 10,000 －2404有法

土１管１
三重県津市白山町川口１２１７－４〒515-2603

嶋﨑　浩一016134

TEL 0598-42-7320

（有）エイティー 5,500 －2406無法

電１
三重県松阪市嬉野天花寺町６４７－３０４〒515-2302

濱口　敬治016135

TEL 059-293-2945

（有）イナガキ 5,000 －2404無法

管１機１
三重県津市一志町井生１９０８〒515-2523

稲垣　隆司016137

TEL 0598-56-2980

森緑園 －2406無個

土１と１管１舗１園１
三重県松阪市小津町４９９〒515-2114

森　英昭016139

TEL 0598-56-2704

（有）三豊 3,000 －2406無法

土１と１石１鋼１舗１水１
三重県松阪市曽原町１８９２－２０〒515-2112

上岡　和正016142
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TEL 059-293-0603

大利建築 －2404有個

建１
三重県津市一志町高野２８５〒515-2504

稲垣　多喜彦016148

TEL 059-292-4388

奥田工業（有） 3,000 －2404無法

筋１
三重県津市香良洲町５８４８－３〒514-0313

奥田　高広016150

TEL 059-255-1469

沢井樹園 －2404有個

園１
三重県津市久居小野辺町６８７－５〒514-1112

澤井　勝己016152

TEL 059-262-2585

木村塗装 －2404無個

塗１
三重県津市白山町川口５９０－１〒515-2603

木村　博也016158

TEL 059-262-2611

岡村建築 －2404有個

建１
三重県津市白山町南出８７９－３〒515-2611

岡村　斉016159

TEL 0598-56-3533

森建装 －2406無個

建１と１塗１防１
三重県松阪市甚目町６３－１５〒515-2108

森　均016165

TEL 059-255-8234

（有）グリーンテック三重 3,000 －2404無法

土１と１舗１園１
三重県津市新家町１４５６－１〒514-1116

服部　憲幸016167

TEL 0598-56-6368

（有）エクセル・ポリシュ 5,000 －2406無法

土１管１舗１
三重県松阪市舞出町４３８－１９〒515-2107

鈴木　紀彦016169

TEL 059-256-6746

（有）奥田建設 5,000 －2404無法

土１と１舗１園１
三重県津市久居北口町２６９４－２４〒514-1105

奥田　純三郎016171

TEL 059-272-0132

（有）フジエイ 3,000 －2404有法

土１建１と１管１舗１水１
三重県津市美杉町八知３８６２〒515-3421

藤田　喜万016180

TEL 0598-56-2386

（有）ニーデ建設 5,000 －2406有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県松阪市中ノ庄町１３８２〒515-2124

西出　浩幸016181

TEL 059-256-5249

（有）海老原通信システム 3,000 －2404無法

電１通１消１
三重県津市久居新町１１４１－１６〒514-1115

海老原　克之016183

TEL 059-256-5855

辻川工務店 －2404無個

土１
三重県津市森町２１３４〒514-1254

辻川　誠016186
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TEL 0598-42-2076

駒井建設 －2406有個

建１大１
三重県松阪市嬉野中川町５６７－２〒515-2321

駒井　克行016188

TEL 059-292-4322

（有）奥田電気 3,000 －2404無法

電１
三重県津市香良洲町１１０１－３〒514-0323

奥田　賢二016189

TEL 059-254-0321

林建設（株） 33,000 －2404有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
三重県津市久居北口町２６６１－７９〒514-1105

林　廣明016190

TEL 059-255-0770

（株）吉野興産 30,000 －2404有法

土１と１石１舗１解１
三重県津市戸木町焼野５４１６－１〒514-1138

光友　篤史016193

TEL 059-256-0358

金峰塗装工業 －2404無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県津市久居桜が丘町１７３０－１７９〒514-1111

金峰　鐘一016204

TEL 059-252-2625

（有）増田工業 5,000 －2404無法

建１大１屋１タ１内１
三重県津市榊原町６３２６〒514-1251

増田　友則016205

TEL 059-254-2111

三友板金 －2404無個

管１
三重県津市森町１７８９〒514-1254

猪島　一吉016206

TEL 0598-56-2926

梅田建築 －2406無個

建１
三重県松阪市市場庄町１０５７－１〒515-2121

梅田　初夫016209

TEL 059-256-9238

上辻土木（株） 9,000 －2404有法

土１と１石１舗１解１
三重県津市久居持川町２２６６－１０〒514-1104

上辻　孝明016210

TEL 059-295-1150

（株）オザキ 10,000 －2404無法

建１
三重県津市一志町田尻５８〒515-2516

尾﨑　洋016211

TEL 059-255-3043

（有）川原田クレーン 4,000 －2404無法

と１
三重県津市木造町１３２６〒514-1115

川原田　覚016212

TEL 059-292-2038

（有）雅工建 5,000 －2404無法

具１
三重県津市香良洲町６４６５－１〒514-0312

長谷川　雅彦016213

TEL 059-222-5050

（株）プラスワン 35,000 －2404有法

建１解１
三重県津市渋見町４１０－９〒514-0063

北岡　孝夫016216
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TEL 059-294-7371

松本建築 －2404無個

建１
三重県津市一志町波瀬１７７５〒515-2522

松本　勝一016217

TEL 059-273-5963

（株）アルム 10,000 －2404無法

土１建１と１園１
三重県津市岩田２０－２４〒514-0838

舘　一広016223

TEL 059-229-0022

ニッシン工業（株） 1,000 －2404無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県津市神戸１８８２〒514-0824

甲田　賢太郎016224

TEL 059-255-3969

箕田建築 －2404無個

建１大１
三重県津市戸木町１９７６－１〒514-1138

箕田　幸明016226

TEL 059-252-0217

（有）青山グリーン 5,000 －2404無法

土１と１石１園１
三重県津市稲葉町３１９１〒514-1252

上村　三郎016227

TEL 059-255-8757

シモザト産業 －2404有個

土１と１解１
三重県津市庄田町５８０－３〒514-1255

下里　孝次016238

TEL 059-262-4680

（有）ビークル 3,000 －2404無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県津市美杉町竹原３１３－１〒515-3201

濱口　由美子016243

TEL 059-255-3039

（有）建都 5,000 －2404有法

土１と１舗１水１
三重県津市久居北口町５０４－３〒514-1105

池田　利香016246

TEL 0598-56-4550

（有）小林建築 3,000 －2406無法

建１
三重県松阪市松阪市五主町１５６７〒515-2102

小林　孝充016247

TEL 0598-61-0066

（株）中建 20,000 －2406有法

土２建１大１と２石２屋１管１タ１鋼２舗２し２塗２内１水２解２
三重県松阪市上川町２２７８－１〒515-0041

中東　資文016248

TEL 059-256-8851

アカネ工業（株） 20,000 －2404無法

建２大２左２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２具２
三重県津市森町５００８－５〒514-1254

　田　恵016250

TEL 0598-42-1755

パール・カッティング工業（有） 3,000 －2406無法

土１と１
三重県松阪市嬉野川北町１２５５〒515-2316

山田　泉016253

TEL 0598-42-2241

布引建築 －2406無個

建１
三重県松阪市嬉野中川町１５３１－９〒515-2321

布引　慎也016254
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TEL 0598-42-6100

前田サッシ工業 －2406無個

具１
三重県松阪市嬉野野田町９１－６〒515-2317

前田　英紀016256

TEL 059-227-2257

（株）山岸工業 3,000 －2404有法

鋼１
三重県津市藤方２６９３－３〒514-0815

山路　尚憲016260

TEL 059-255-4065

（株）マルジョウ 10,000 －2404有法

土１電１管１し１機１水１解１
三重県津市森町１６１４－２〒514-1254

岩澤　理夫016261

TEL 059-292-2272

（株）土性製作所 5,000 －2404無法

鋼１
三重県津市香良洲町６０５５〒514-0315

土性　啓晃016265

TEL 059-293-0454

（有）小竹商店 3,000 －2404有法

建１
三重県津市一志町大仰１８３－１〒515-2524

小竹　潤016268

TEL 0598-42-1619

松森畳内装店 －2406無個

内１
三重県松阪市嬉野町１４１９－９〒515-2324

松森　孝二016269

TEL 0598-56-5816

（株）太建工務店 10,000 －2406無法

建１
三重県松阪市久米町５６９－５〒515-2122

佐々木　恒明016270

TEL 059-253-8861

（有）未来開発 3,000 －2404有法

土１建１と１石１鋼１舗１塗１園１解１
三重県津市庄田町１４３２〒514-1255

髙野　和仁016272

TEL 059-255-5099

（株）田上空調設備 2,500 －2404無法

電１管１
三重県津市久居西鷹跡町５８８－６〒514-1131

田上　孝智016276

TEL 059-256-6671

渡辺建築 －2404無個

建１
三重県津市庄田町１９２８－１６〒514-1255

渡邊　榮一016278

TEL 0598-42-8095

（有）かめの森 3,000 －2406有法

土１建１と１石１鋼１舗１内１園１水１
三重県松阪市嬉野黒野町１８１９〒515-2334

玉野　隆016280

TEL 059-256-1257

（株）プランドル 3,000 －2404無法

塗１
三重県津市久居北口町５８４－３〒514-1105

浅見　成紀016281

TEL 059-292-3970

（有）幸設備工業 20,000 －2404無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県津市香良洲町３９４６－５２〒514-0314

金谷　幸養016284
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TEL 059-256-3662

森山建設 －2404無個

と１
三重県津市森町２１５８－５〒514-1254

森山　浩行016286

TEL 059-295-0730

（有）コスモ技建 3,000 －2404無法

防１
三重県津市一志町片野５５２－９〒515-2511

寺田　安貴016287

TEL 0598-42-4560

まつさか建設（有） 5,000 －2406無法

土１と１舗１
三重県松阪市嬉野川北町１２９３〒515-2316

奥村　光広016293

TEL 059-246-5525

三雲舗装（株） 1,000 －2404無法

土１と１舗１解１
三重県津市津興字阿漕５７９〒514-0812

藤桐　清016295

TEL 0598-51-0822

（有）田中塗装 3,000 －2406無法

塗１
三重県松阪市大津町１６０７番地４（宇野重工内）〒515-8558

田中　恒一016296

TEL 059-262-2528

（有）エムケーシー 3,000 －2404無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１
三重県津市白山町三ケ野２２４４〒515-2601

松室　秀三016297

TEL 059-293-6195

（有）川端建築 5,000 －2404無法

建１大１内１
三重県津市一志町八太３９４〒515-2515

川端　隆人016298

TEL 059-262-1211

（有）ホクサイ 3,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１
三重県津市白山町川口５３６－３〒515-2603

西川　広平016299

TEL 059-252-1641

川本建築 －2404無個

建１
三重県津市久居一色町３０８－４〒514-1253

川本　正樹016300

TEL 059-253-3213

雲出川造園土木 －2404有個

土１と１園１
三重県津市新家町１５０９－４〒514-1116

畑　秀樹016305

TEL 059-254-5606

（有）広管工業 5,000 －2404無法

土１管１舗１
三重県津市久居明神町１６９０－３６〒514-1101

廣　正純016306

TEL 059-254-4055

（株）ミスターリホームサービス 10,000 －2404有法

建１大１と１屋１タ１内１
三重県津市久居北口町２６６１〒514-1105

稲田　大二016307

TEL 0599-26-5380

（株）環境開発 10,000 －2408有法

土１建１と１舗１し１園１水１
三重県鳥羽市安楽島町７７－７２〒517-0021

木下　悟017006
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TEL 0599-72-2171

ヨコタ建設（株） 5,000 －2408有法

土１建１と１石１舗１し１園１水１解１
三重県志摩市大王町波切３７０５－５〒517-0603

横田　三雄017011

TEL 0599-84-1021

（株）山紀建設 5,000 －2408無法

土１と１舗１し１解１
三重県志摩市志摩町布施田２９０６－１〒517-0702

山本　俊太017014

TEL 0599-53-0661

マル辰鉄工 －2408無個

鋼１
三重県志摩市浜島町浜島２９２６〒517-0404

柴原　辰弘017018

TEL 0599-43-1412

南部急送（有） 5,000 －2408有法

土１と１舗１
三重県志摩市阿児町鵜方２８８４－２６５〒517-0501

向井　弘017023

TEL 0599-45-2896

広岡電気 －2408無個

電１
三重県志摩市阿児町志島１４８８－２〒517-0504

廣岡　均017025

TEL 0599-55-2883

（有）助田工務店 5,000 －2408無法

建１鋼１
三重県志摩市磯部町山原８３８－２〒517-0217

助田　豊彦017027

TEL 0599-26-5467

東海アクアテック（株） 20,000 －2408有法

土１と１石１舗１し１水１
三重県鳥羽市堅神町７６－１〒517-0014

田畑　実千代017042

TEL 0599-43-0651

松野建工 －2408無個

土１管１
三重県志摩市阿児町鵜方４４１－３７０〒517-0501

松野　行義017043

TEL 0599-72-4799

濱佳総業（株） 5,000 －2408無法

土１左１と１石１
三重県志摩市大王町波切字楠木２１０３〒517-0603

濱口　佳成017046

TEL 0599-72-4128

（有）ワコー建設 8,000 －2408有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県志摩市大王町波切３１６６－１〒517-0603

岡　和幸017051

TEL 0599-72-1891

大王水道設備 －2408無個

土１管１水１
三重県志摩市大王町畔名３６３〒517-0601

濵口　勇017053

TEL 0599-55-2036

丸善板金 －2408無個

板１
三重県志摩市磯部町山田７９２－３３〒517-0203

西　善一017054

TEL 0599-72-0291

小河石工 －2408無個

土１石１
三重県志摩市大王町波切１２０７－４〒517-0603

小河　厚生017059
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TEL 0599-45-2618

森下鉄工 －2408有個

建１
三重県志摩市阿児町甲賀４５４０－４４〒517-0505

森下　一利017060

TEL 0599-47-3779

（有）山川電気 3,000 －2408有法

電１
三重県志摩市阿児町安乗７４２〒517-0507

山川　利喜男017072

TEL 0599-77-7478

小掠電気 －2408無個

電１
三重県志摩市阿児町甲賀３９３９－１〒517-0505

小掠　孝017073

TEL 0599-25-3058

徳田電気商会 －2408無個

電１
三重県鳥羽市大明東町１４－８〒517-0022

徳田　重久017076

TEL 0599-55-0503

（有）初絵 3,000 －2408無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県志摩市磯部町迫間１８４１〒517-0214

吉村　初惠017085

TEL 0599-72-1132

中芳工務店 －2408無個

建１
三重県志摩市大王町波切３８１〒517-0603

中井　芳二017086

TEL 0599-43-1528

奥山造園 －2408無個

土１園１
三重県志摩市阿児町鵜方２６８２－３６９〒517-0501

奥山　佐利017087

TEL 0599-43-2372

竹内冷凍機サービス －2408無個

電１管１消１
三重県志摩市阿児町神明９９６－１３〒517-0502

竹内　嘉生017090

TEL 0599-53-2375

（有）松山産業 3,000 －2408無法

土１建１
三重県志摩市浜島町浜島１０４９－１〒517-0404

松山　勇雄017091

TEL 0599-43-3369

（有）宗栄ビルト 3,000 －2408無法

板１
三重県志摩市阿児町神明１６１５－５６〒517-0502

濱口　宏樹017096

TEL 0599-55-1652

仲井工業 －2408無個

建１
三重県志摩市磯部町穴川４８７－２６〒517-0213

仲井　伸豊017097

TEL 0599-43-1835

（有）出馬電機 3,000 －2408無法

電１管１
三重県志摩市阿児町鵜方２６８２－４０５〒517-0501

出馬　大輔017099

TEL 0599-26-3020

（有）高山畳内装工業 3,000 －2408無法

内１
三重県鳥羽市松尾町１０－１〒517-0042

髙山　智樹017101
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TEL 0599-25-2431

志州園 －2408無個

園１
三重県鳥羽市岩倉町７０３－１３〒517-0041

井村　勝志017102

TEL 0599-43-2937

高橋左官 －2408無個

土１建１左１タ１
三重県志摩市阿児町神明１２４３－１３〒517-0502

髙橋　明成017105

TEL 0599-72-4065

（株）天白組 3,000 －2408無法

土１と１舗１解１
三重県志摩市大王町波切３１５８－１４〒517-0603

天白　春生017106

TEL 0599-43-1432

（株）ライフ 10,000 －2408無法

建１内１
三重県志摩市阿児町鵜方２６８２－１７１〒517-0501

東　長規017109

TEL 0599-72-3519

岡本塗装 －2408無個

塗１
三重県志摩市大王町波切２１５３－１３〒517-0603

岡本　孝二017110

TEL 0599-25-6091

東出塗装 －2408無個

塗１
三重県鳥羽市池上町２０－２３〒517-0012

東出　朗017115

TEL 0599-85-4140

（有）井倉屋 3,000 －2408有法

建１
三重県志摩市志摩町和具８４３－４〒517-0703

井倉　純郎017119

TEL 0599-43-5204

西村配管（株） 5,000 －2408有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県志摩市阿児町神明１４９９－９〒517-0502

西村　昌人017120

TEL 0599-43-4678

中村造園 －2408無個

園１
三重県志摩市阿児町鵜方１０１０－３〒517-0501

中村　幸孝017123

TEL 0599-45-3922

（有）オガワ 3,000 －2408無法

土１建１大１と１石１屋１タ１舗１し１板１内１水１
三重県志摩市阿児町立神５１７－２５〒517-0503

小川　勝己017126

TEL 0599-43-6180

中村建設 －2408無個

建１
三重県志摩市阿児町鵜方４４１－６３４〒517-0501

中村　保雅017127

TEL 0599-72-3835

（有）丸福工業 5,000 －2408無法

土１と１石１舗１し１水１解１
三重県志摩市大王町波切２１４３－５〒517-0603

福井　博文017131

TEL 0599-55-2211

（有）谷惣 5,000 －2408無法

建１屋１
三重県志摩市磯部町坂崎３〒517-0212

谷川原　茂博017133
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TEL 0599-65-7262

あさの造苑 －2408無個

園１
三重県志摩市志摩町布施田１８９３〒517-0702

浅野　卓磨017134

TEL 0599-33-6473

大徹建築 －2408無個

建１大１
三重県鳥羽市相差町１８６〒517-0032

上村　徹017138

TEL 0599-45-2764

里中設備 －2408無個

土１管１水１消１
三重県志摩市阿児町志島１７０〒517-0504

里中　文吉017140

TEL 0599-32-5199

（有）三谷電気 5,000 －2408無法

電１
三重県鳥羽市石鏡町２４０〒517-0026

三谷　正幸017144

TEL 0599-25-4393

（有）ナカタ工業 5,000 －2408無法

土１と１鋼１
三重県鳥羽市安楽島町１３１７－６〒517-0021

江﨑　芳久017145

TEL 0599-55-1216

（有）コジマ 5,000 －2408無法

土１建１大１と１筋１解１
三重県志摩市磯部町坂崎６５８〒517-0212

小島　康英017149

TEL 0599-72-3743

（有）やました 3,000 －2408無法

土１大１
三重県志摩市大王町波切２１６４〒517-0603

山下　正則017152

TEL 0599-33-7420

太平洋土建 －2408無個

土１と１
三重県鳥羽市畔蛸町４９５－２〒517-0033

中村　親一郎017161

TEL 0599-53-2367

なかにし電工 －2408有個

電１管１消１
三重県志摩市浜島町浜島３１７８〒517-0404

中西　良平017163

TEL 0596-52-7788

小掠工業 －2406無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県多気郡明和町明星１２８２－２〒515-0313

小掠　浩一017169

TEL 0599-43-7771

志摩ガス（業） 7,000 －2408有法

電１管１
三重県志摩市阿児町鵜方２６８２－４０２〒517-0501

濱口　鉄生017171

TEL 0599-43-4010

上紺屋建設 －2408無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１
三重県志摩市阿児町鵜方３１２６－１２〒517-0501

上紺屋　勝自017175

TEL 0599-25-2755

スギハラプロテック（株） 10,000 －2408有法

と１鋼１機１
三重県鳥羽市松尾町３０４－５６〒517-0042

杉原　新一017177
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TEL 0599-72-5282

（有）大王アルミサッシ 8,000 －2408無法

ガ１具１
三重県志摩市大王町波切２００６－１〒517-0603

堀　清輝017179

TEL 0599-44-2587

（有）タイセイ 3,000 －2408有法

建１
三重県志摩市阿児町鵜方７６０－２〒517-0501

浦口　太生017185

TEL 0599-55-3521

（有）天白工務店 3,000 －2408無法

大１と１
三重県志摩市磯部町栗木広２７４〒517-0216

天白　洋二017186

TEL 0599-47-5511

辻設備 －2408無個

管１
三重県志摩市阿児町国府２８８－２〒517-0506

辻　邦彦017187

TEL 0599-25-6990

看板のオカムラ －2408無個

と１塗１
三重県鳥羽市船津町１３６８－２〒517-0045

岡村　稔017191

TEL 0599-45-3778

田中建築 －2408無個

建１大１
三重県志摩市阿児町甲賀４１６２－３〒517-0505

田中　清康017195

TEL 0599-85-2790

メモリーハウス －2408無個

建１
三重県志摩市志摩町片田４０９６〒517-0701

浜口　和久017196

TEL 0599-72-2046

大十建設 －2408無個

建１
三重県志摩市大王町船越２０５６－１３〒517-0604

橋爪　十一郎017197

TEL 0599-43-5468

谷川原建設 －2408無個

建１
三重県志摩市阿児町鵜方５２４１〒517-0501

谷川原　武017198

TEL 0599-45-5000

（有）　志摩シヤッター販売 5,000 －2408無法

具１
三重県志摩市阿児町甲賀１８２７－２５〒517-0505

向井　良次017199

TEL 0599-72-4420

（株）イフミ電気 3,000 －2408無法

電１
三重県志摩市大王町船越２５７５〒517-0604

山際　文浩017200

TEL 0599-25-6488

（有）小野田電気 3,000 －2408無法

電１
三重県鳥羽市屋内町２－６〒517-0013

小野田　文彦017206

TEL 0599-43-4860

西武緑化（有） 3,000 －2408有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県志摩市阿児町鵜方１１７３－１〒517-0501

西尾　亮017207
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TEL 0599-26-2818

（株）鳥羽ヤンマー 12,000 －2408有法

電１管１機１
三重県鳥羽市鳥羽４－２３６０－１８〒517-0011

江﨑　隆夫017211

TEL 0599-72-3212

山際屋根工事店 －2408無個

屋１
三重県志摩市大王町船越１０７２〒517-0604

山際　幸彦017215

TEL 0599-85-4136

（有）ケアリゾート 30,000 －2408有法

土１建１
三重県志摩市志摩町布施田１６８４－１〒517-0702

松井　隆017217

TEL 0599-43-2990

杉浦設備サービス －2408無個

管１
三重県志摩市阿児町鵜方３３７３－３７〒517-0501

杉浦　仁017223

TEL 0599-85-1320

太田建設 －2408無個

建１
三重県志摩市志摩町越賀１６７０－１〒517-0704

太田　克道017224

TEL 0599-85-7500

セイケン工業（株） 20,000 －2408無法

土２と１舗１し１水１
三重県志摩市志摩町和具１８６〒517-0703

西澤　正泰017225

TEL 0599-72-0788

志幸建設 －2408無個

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１解１
三重県志摩市大王町波切３７０５〒517-0603

横田　永志017226

TEL 0599-55-0314

（株）サンロードみえ 10,000 －2408無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県志摩市磯部町穴川１１５４－１〒517-0213

浦川　英久017228

TEL 0599-88-3398

ヒロ建設 －2408無個

建１
三重県志摩市志摩町御座１２０１－２〒517-0705

小川　裕史017231

TEL 0599-85-4725

竹下建設 －2408無個

建１
三重県志摩市志摩町片田３９６５〒517-0701

竹下　和弘017234

TEL 0599-85-7727

ハマ建築 －2408無個

建１
三重県志摩市志摩町片田１５６７－２〒517-0701

濵口　淳磨017235

TEL 0599-25-3722

（有）かたおかデンキ 5,000 －2408有法

電１
三重県鳥羽市岩倉町３５１〒517-0041

片岡　由郎017236

TEL 0599-43-2511

（有）興和建設 3,000 －2408無法

土１大１と１
三重県志摩市阿児町鵜方２２１７－３〒517-0501

西井　清孝017239
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TEL 0599-53-2308

（有）エルピーガス浜島配送センター 5,000 －2408有法

管１
三重県志摩市浜島町浜島７１４－１〒517-0404

小林　喬017240

TEL 0599-25-4058

木下工務店 －2408無個

建１大１屋１タ１内１
三重県鳥羽市河内町６３６－１〒517-0044

木下　金一017241

TEL 0599-25-6020

小久保工務店 －2408無個

建１
三重県鳥羽市屋内町９－１８〒517-0013

小久保　喜代治017243

TEL 0599-72-1748

イッシー企画 －2408無個

左１
三重県志摩市大王町波切１１３１－２〒517-0603

石野　孝嗣017250

TEL 0599-25-0033

シンザン建設（有） 5,000 －2408無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鳥羽市鳥羽２－１６－１７〒517-0011

川木　由美子017255

TEL 0599-45-3669

（有）和宏興産 3,000 －2408有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県志摩市阿児町立神３３６７－１８〒517-0503

山本　久代017258

TEL 0596-27-2819

（有）インテリア田畑 3,000 －2407無法

内１
三重県伊勢市宮後２－９－４４〒516-0072

田畑　一則017260

TEL 0599-43-5911

志摩環境事業（業） 35,000 －2408有法

土１電１管１し１機１水１
三重県志摩市阿児町鵜方９－４４〒517-0501

宝門　孝雄017261

TEL 0599-85-0802

ユーテック宇田鉄工所 －2408無個

建１鋼１
三重県志摩市志摩町布施田１７２－１０〒517-0702

宇田　美香017262

TEL 0599-33-6617

上村工業 －2408無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県鳥羽市相差町１３７７〒517-0032

上村　芳太郎017264

TEL 0599-25-6017

丸又鉱業（株） 30,000 －2408有法

土１と１舗１し１水１解１
三重県鳥羽市白木町１８－３１〒517-0043

小久保　節儀017266

TEL 0599-44-1200

華洋開発（株） 80,000 －2408有法

建１
三重県志摩市阿児町鵜方４８２５〒517-0501

福岡　治017267

TEL 0599-45-3945

向井水道 －2408無個

管１
三重県志摩市阿児町立神２９１８－３８〒517-0503

向井　浩二017268
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TEL 0599-72-1844

村田建築 －2408無個

大１
三重県志摩市大王町名田４３５－１〒517-0602

村田　實017273

TEL 0599-55-2998

（株）クレセル 1,000 －2408無法

土１建１と１石１鋼１舗１水１解１
三重県志摩市磯部町下之郷１２１－１〒517-0207

前田　光由017275

TEL 0596-39-0190

（有）ハサマデンキ 3,000 －2407無法

電１
三重県伊勢市津村町１６６３－３〒516-1103

迫間　文寿017277

TEL 0599-72-2920

西岡建具店 －2408無個

具１
三重県志摩市大王町船越１８９１－４〒517-0604

西岡　裕一017278

TEL 0599-43-4889

コウキ塗装 －2408無個

塗１
三重県志摩市阿児町神明１１９８－１２〒517-0502

奥山　弘之017283

TEL 0599-52-1645

山本建設 －2408無個

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県志摩市浜島町迫子５８５〒517-0403

山本　功017284

TEL 0599-85-1735

城山塗装店 －2408無個

塗１
三重県志摩市志摩町和具１２８１－２〒517-0703

城山　正和017285

TEL 0599-43-4708

前田管設 －2408無個

管１
三重県志摩市阿児町鵜方８１５－７〒517-0501

前田　幸一017286

TEL 0599-55-2352

光電気工業 －2408無個

電１
三重県志摩市磯部町穴川１９４〒517-0213

西根　聡017287

TEL 0599-44-2500

クロノス（株） 3,000 －2408有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１園１解１
三重県志摩市阿児町鵜方２８８４－３４１〒517-0501

松井　重紀017290

TEL 0599-33-6238

丸富 －2408無個

土１と１石１舗１し１水１
三重県鳥羽市相差町３４５－２〒517-0032

野村　富久017291

TEL 0599-43-1073

松尾電工 －2408無個

電１
三重県志摩市阿児町神明１１４１－１２２〒517-0502

松尾　楠民017294

TEL 0599-33-6796

（株）上建 5,000 －2408無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県鳥羽市相差町７７０〒517-0032

上村　典生017295
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TEL 0599-44-0267

岡建設 －2408無個

土１と１
三重県志摩市阿児町鵜方２８８４－３３４〒517-0501

岡　よしの017297

TEL 0599-26-4350

建築工房タナカ（株） 1,000 －2408無法

建１
三重県鳥羽市岩倉町１０８６－３２〒517-0041

田中　成人017298

TEL 0599-45-2045

西村建材店 －2408有個

建１
三重県志摩市阿児町甲賀４０５２－２〒517-0505

西村　勝之017300

TEL 0599-55-3546

りゅう建設 －2408無個

建１大１屋１タ１内１
三重県志摩市磯部町坂崎１０９１〒517-0212

坂本　龍一017304

TEL 0599-72-0794

丸和左官 －2408無個

左１
三重県志摩市大王町波切１４７２－３〒517-0603

上村　明017306

TEL 0599-25-5426

（有）タバタ 30,000 －2408無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県鳥羽市堅神町７１－３〒517-0014

田畑　実千代017307

TEL 0596-65-5153

（有）Ｍ－ＴＥＣ 3,000 －2407無法

電１消１
三重県伊勢市御薗町長屋３０７５－１〒516-0804

松村　隆夫017308

TEL 0599-43-1782

マルカ運輸（株） 10,000 －2408有法

土１と１解１
三重県志摩市阿児町鵜方８２－６９〒517-0501

上紺屋　柾志017309

TEL 0599-26-5402

マル井興業（株） 3,000 －2408有法

土１管１水１
三重県鳥羽市屋内町４－９〒517-0013

井面　健一017313

TEL 0599-72-1758

小林塗装工業 －2408無個

塗１
三重県志摩市大王町船越１９９５－１０〒517-0604

小林　正典017314

TEL 0599-55-0471

（有）志摩衛生社 5,000 －2408有法

電１管１機１
三重県志摩市磯部町恵利原４５５〒517-0209

北山　敏行017318

TEL 0599-26-2960

（株）伸亜建 1,000 －2408無法

土１と１
三重県鳥羽市安楽島町３２０－１３〒517-0021

小林　ひろみ017319

TEL 0599-24-0031

岡村塗装 －2408無個

塗１
三重県鳥羽市若杉町８－１〒517-0047

岡村　裕矢017320
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TEL 0599-43-7007

（株）オイリー 10,000 －2408有法

管１水１
三重県志摩市阿児町鵜方４７７－７〒517-0501

朴　加奈子017321

TEL 0599-26-2147

（有）鳥羽ガラスセンター 5,000 －2408無法

ガ１具１
三重県鳥羽市船津町１２００－３〒517-0045

辻　稔彦017323

TEL 0599-25-4712

インテリア下村 －2408無個

内１
三重県鳥羽市小浜町５２〒517-0015

下村　一男017324

TEL 0599-55-0395

（株）糀屋工務店 5,000 －2408無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県志摩市磯部町下之郷１１９８〒517-0207

作田　早由里017325

TEL 0599-55-2769

西根建築 －2408無個

建１
三重県志摩市磯部町穴川１６８－１〒517-0213

西根　正彦017327

TEL 0599-43-9100

喜多建設（株） 3,000 －2408無法

建１
三重県志摩市阿児町鵜方５０６３〒517-0501

喜多　教夫017328

TEL 0599-85-0539

（有）大山電気 3,000 －2408有法

電１通１
三重県志摩市志摩町和具１８９６－４３〒517-0703

大山　睦洋017329

TEL 090-7959-3181

木下興業 －2407無個

大１
三重県伊勢市柏町５５１－２〒515-0508

木下　豊司017330

TEL 0599-45-2147

大国建設 －2408無個

建１
三重県志摩市阿児町甲賀２７４７－２〒517-0505

山下　常文017331

TEL 0599-25-8448

（株）あどばんす 5,000 －2408有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県鳥羽市松尾町１４－１〒517-0042

中村　雅城017332

TEL 0599-55-2474

中川水道 －2408無個

土１管１
三重県志摩市磯部町築地１２０７－２〒517-0218

中川　亮二017333

TEL 0599-55-3170

広商会 －2408無個

と１解１
三重県志摩市磯部町山田５７７〒517-0203

廣　則彦017334

TEL 0599-53-3600

（株）ＡＩ 5,000 －2408無法

土１建１管１
三重県志摩市浜島町浜島１１４６－１４〒517-0404

田岡　一馬017335
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TEL 0599-77-3991

（株）吉村塗装 3,000 －2408無法

塗１防１
三重県志摩市阿児町鵜方４０２８－１〒517-0501

吉村　裕輝017336

TEL 0599-55-1173

サトウ工業 －2408無個

と１
三重県志摩市磯部町迫間４５９－５〒517-0214

佐藤　一夫017337

TEL 0599-72-3741

城山工務店 －2408無個

大１と１
三重県志摩市大王町波切４２７４－１〒517-0603

城山　信幸017338

TEL 0599-56-0055

（株）銅坂 3,000 －2408無法

と１
三重県志摩市磯部町恵利原１３３１－１５〒517-0209

銅坂　岳大017341

TEL 0599-33-6555

岡野工業（株） 10,000 －2408有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県鳥羽市相差町１９３８〒517-0032

岡野　智017342

TEL 0599-44-3355

作光電気 －2408無個

電１管１
三重県志摩市阿児町鵜方３５０７－１１〒517-0501

山本　貢士017344

TEL 0599-85-1176

伊藤管工 －2408無個

管１
三重県志摩市志摩町和具２５７－１〒517-0703

伊藤　辰行017345

TEL 0599-44-2038

（株）コネクト 5,000 －2408無法

と１管１
三重県志摩市阿児町鵜方１２６０－１６〒517-0501

柴原　久人017346

TEL 0599-43-0246

（株）カトーシステム 12,000 －2408有法

建１内１
三重県志摩市阿児町鵜方２００９－４〒517-0501

東山　耕一017347

TEL 0599-43-3007

宮里建築 －2408無個

建１
三重県志摩市阿児町神明４７８－１７〒517-0502

宮里　國宣017349

TEL 0599-37-7011

（株）マツケン 1,000 －2408有法

土１と１舗１し１水１解１
三重県鳥羽市鳥羽４－２３８８－１５〒517-0011

松原　秀男017350

TEL 0599-45-2371

大豊建設 －2408無個

大１
三重県志摩市阿児町甲賀３４４９〒517-0505

田畑　幸弘017351

TEL 0599-55-1140

山剛工業 －2408無個

と１
三重県志摩市磯部町坂崎２〒517-0212

山本　剛史017352



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

389頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0599-26-5622

（株）ヨシモクスペースデザイン 10,000 －2408無法

土１建１と１管１舗１し１水１解１
三重県鳥羽市大明西町１１－１〒517-0023

中村　照子017354

TEL 0599-55-2988

小西建材（株） 5,000 －2408有法

と１解１
三重県志摩市大王町波切４５３０〒517-0703

小西　寛記017356

TEL 0599-85-0485

（有）眞柄組 3,000 －2408無法

と１
三重県志摩市志摩町布施田２０９３〒517-0702

山本　勝017358

TEL 0599-45-2623

森田左官工業 －2408無個

左１と１
三重県志摩市阿児町立神２１５７－２〒517-0503

森田　幸弘017360

TEL 0598-67-9681

Ｕ－ＨＯＵＳＥ上村建築（株） 1,000 －2406無法

建１
三重県松阪市外五曲町１２４－７〒515-0821

上村　敏之017361

TEL 0599-25-8111

久保田建設 －2408無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県鳥羽市河内町１１９－１〒517-0044

久保田　勝017362

TEL 0599-47-3665

浜貴興業 －2408無個

と１
三重県志摩市阿児町安乗１３５７－２〒517-0507

濵口　貴久生017363

TEL 0599-45-2046

小西板金 －2408無個

屋１板１
三重県志摩市阿児町甲賀１９０８〒517-0505

小西　豊017364

TEL 0599-56-0505

小森建設 －2408無個

建１
三重県志摩市磯部町迫間６３１－１〒517-0214

小森　一久017365

TEL 0599-26-2220

西口建築 －2408無個

建１
三重県鳥羽市大明東町１７－９〒517-0022

西口　隆也017366

TEL 0596-21-4800

輝建築事務所 －2407無個

建１
三重県伊勢市宮後２－１７－４〒516-0072

向井　輝彦017367

TEL 0599-25-4531

（株）田畑土木 10,000 －2408無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県鳥羽市堅神町７６－１〒517-0014

田畑　嘉裕017368

TEL 0599-43-4048

アクアマリン設備設計（株） 1,000 －2408有法

土１電１管１消１
三重県志摩市阿児町鵜方２９７５－５６〒517-0501

三橋　雄一017369
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TEL 090-4640-3629

（株）ＹａｍａｓｕｎＨｏｍｅ 5,000 －2408無法

建１
三重県志摩市阿児町鵜方３０１６－６〒517-0501

山口　真一017370

TEL 0599-85-2102

空間創造 －2408無個

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県志摩市志摩町片田２６３１〒517-0701

井田　一久017371

TEL 0599-33-6647

亀川電工 －2408無個

電１
三重県鳥羽市相差町２２６－１〒517-0032

亀川　雅和017372

TEL 0599-53-1114

谷水管工業 －2408無個

管１
三重県志摩市浜島町浜島３０５７〒517-0404

谷水　繁017373

TEL 0599-65-7890

（株）エッセンスクリーン 5,000 －2408有法

内１
三重県志摩市阿児町神明１２４３－５９〒517-0502

鴫原　弘隆017374

TEL 0599-77-4841

上六左官 －2408無個

左１
三重県志摩市磯部町迫間１０４１－６〒517-0214

上村　幸也017375

TEL 0599-43-6266

山芳工務店 －2408無個

建１
三重県志摩市阿児町鵜方１０４７－５９〒517-0501

山本　和人017376

TEL 0599-55-0711

（株）直建 200 －2408無法

土１
三重県鳥羽市鳥羽２－１６－６〒517-0011

松田　直人017377

TEL 0599-43-1451

Ａｃ．ｓ．Ｌ －2408無個

と１解１
三重県志摩市阿児町神明６５０－５〒517-0502

山﨑　秀将017379

TEL 0599-45-3274

（株）林建築 1,000 －2408無法

土１建１と１石１管１舗１し１園１水１
三重県志摩市阿児町甲賀１８０３〒517-0505

林　貴夫017380

TEL 0599-72-2762

杉本型枠 －2408無個

大１と１
三重県志摩市大王町畔名７６２－１３〒517-0601

杉本　一雄017381

TEL 0599-25-2951

（株）共栄企画 5,000 －2408無法

土１と１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県鳥羽市松尾町３４１－３４〒517-0042

竹内　春永017382

TEL 0599-55-3394

吉田塗装 －2408無個

塗１
三重県志摩市磯部町迫間５３３－２９〒517-0214

吉田　一貴017383
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TEL 0599-34-2005

小寺デンキ －2408有個

電１通１
三重県鳥羽市菅島町５２〒517-0004

木下　美喜雄017384

TEL 0599-37-7081

テンセイアース（株） 5,000 －2408有法

土１と１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県鳥羽市高丘町２－１４〒517-0024

小久保　隆志017385

TEL 0599-26-4100

丸吉設備（株） 1,000 －2408無法

管１
三重県鳥羽市鳥羽５－１０－５〒517-0011

中村　浩也017386

TEL 0599-85-6325

東川建築 －2408無個

建１大１屋１タ１内１
三重県志摩市志摩町片田３８２１－３〒517-0703

東川　秀雄017387

TEL 0599-55-3766

祐電気工事 －2408無個

電１管１消１
三重県志摩市磯部町恵利原１９８１－１４〒517-0209

岡部　祐二017388

TEL 0599-25-5291

（有）ＯＤＡ 5,000 －2408無法

土１と１石１舗１水１解１
三重県鳥羽市岩倉町３４４－１〒517-0041

小田　大017389

TEL 0599-52-0145

（株）Ｓ．Ｈ．Ｒ 9,000 －2408有法

土１と１舗１
三重県志摩市阿児町鵜方４８５３〒517-0501

濵口　淳勇017390

TEL 0599-55-4070

シマ・サービス －2408無個

と１
三重県志摩市磯部町迫間１２７３－１〒517-0214

梅田　元017392

TEL 0599-25-8425

木田建築 －2408無個

建１
三重県鳥羽市鳥羽４－１１－６〒517-0011

木田　光卓017393

TEL 0599-37-2128

石倉建築 －2408無個

建１
三重県鳥羽市答志町１２６〒517-0002

石倉　伸樹017394

TEL 0599-72-3630

山良建具店 －2408無個

具１
三重県志摩市大王町船越１８２８－２７〒517-0604

浦口　晋次017395

TEL 0599-33-6267

佐々木建設 －2408無個

建１
三重県鳥羽市相差町２７９－１〒517-0032

佐々木　重仁017396

TEL 0599-85-3210

前田設備工業 －2408無個

土１と１管１舗１水１
三重県志摩市志摩市町越賀１５６３－５〒517-0704

前田　猛017397
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TEL 090-7610-5929

（株）ＳＥＡ　ＮｅＸＴ 3,000 －2408有法

建１
三重県鳥羽市菅島５７〒517-0004

松村　忠樹017398

TEL 0594-74-2102

（株）ナカムラ 10,000 －2401有法

土１電１管１
三重県いなべ市員弁町楚原７６２－１〒511-0202

中村　和徳018002

TEL 0594-46-4556

伊藤水道設備 －2401無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県いなべ市藤原町志礼石新田１０３－２０〒511-0512

伊藤　勝也018007

TEL 0594-76-2376

（株）巧建社 20,000 －2401無法

土２建２と２石２鋼２舗２塗２防２園２水２解２
三重県員弁郡東員町穴太１９５８－１〒511-0243

西塚　彰彦018010

TEL 0567-68-8315

（有）加藤板金工業 3,000 －2401無法

屋１板１
三重県桑名郡木曽岬町和泉１０１〒498-0803

加藤　裕樹018011

TEL 0594-76-5953

（有）三幸塗装工業 3,000 －2401無法

塗１
三重県員弁郡東員町笹尾東１－３７－２０〒511-0232

佐野　寛幸018015

TEL 0594-74-3256

ツボイ電機工業 －2401無個

電１
三重県いなべ市員弁町大泉新田４３６－３〒511-0217

坪井　義治018016

TEL 0594-72-6210

アーバンアート －2401無個

建１
三重県いなべ市北勢町麻生田字麻野３６６２－１〒511-0427

伊藤　豊018018

TEL 0594-77-1879

（有）中山土建 6,000 －2401有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県いなべ市大安町南金井２８４－４〒511-0283

中山　己津義018027

TEL 0594-75-0729

（株）七福工建 10,000 －2401無法

建１
三重県員弁郡東員町大字六把野新田４９５－７〒511-0242

鈴木　誠次018029

TEL 0594-22-1929

（有）扇屋 5,000 －2401無法

管１
三重県桑名市江湯１５６８－９〒511-0836

石垣　昌彦018030

TEL 0594-72-2459

丸正建設（有） 5,000 －2401無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県いなべ市北勢町阿下喜２７２３－２〒511-0428

川瀬　正人018032

TEL 0594-88-0855

（株）キタイセ 20,000 －2401有法

土２建１大１と２石２屋１管１タ１鋼２舗２し２塗２内１園２水２解２
三重県いなべ市大安町大井田２８３４〒511-0274

三﨑　金洋018033
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TEL 0594-76-2200

大起産業（株） 30,000 －2401有法

管１鋼１機１
三重県員弁郡東員町大字山田３７２５－１〒511-0251

内藤　茂範018036

TEL 0594-31-3131

（株）エムアイイーテクノ 300,000 －2401有法

管１
三重県桑名市大字星川１００１〒511-0912

中山　弥一018037

TEL 0594-46-2403

大同動力工業（株） 10,000 －2401無法

管１機１消１
三重県いなべ市藤原町東禅寺１６４５－２〒511-0515

小林　秋彦018039

TEL 0594-46-2698

中村設備 －2401無個

土１管１舗１水１
三重県いなべ市藤原町西野尻５８６〒511-0516

中村　源治018042

TEL 0594-77-3363

（有）トヤオ工務店 3,000 －2401無法

建１
三重県いなべ市大安町大井田１３３１－１〒511-0274

鳥谷尾　眞道018043

TEL 0594-22-0836

（有）ミズキ電気商会 5,000 －2401無法

電１
三重県桑名市船馬町４６〒511-0011

水谷　昌司018045

TEL 0594-22-2050

（株）カネカ 10,000 －2401有法

建１
三重県桑名市江場４９４－５〒511-0836

産屋敷　康生018046

TEL 0594-22-5571

板垣塗装店 －2401無個

塗１防１
三重県桑名市江場１０５－２０〒511-0836

板垣　伸一018047

TEL 0594-21-1007

（株）キヨミツ 10,000 －2401無法

屋１板１
三重県桑名市大字江場字内中野８２８〒511-0836

清田　可郎018049

TEL 0594-25-3215

諸戸の家（株） 20,000 －2401有法

建２
三重県桑名市大字桑名６６３〒511-0009

松本　浩二018051

TEL 0594-23-0247

（株）吉田 10,000 －2401有法

鋼１
三重県桑名市大字江場字内中野８０１〒511-0836

吉田　英夫018052

TEL 0567-68-3540

（株）五木建設 25,000 －2401無法

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１塗１水１
三重県桑名郡木曽岬町大字源緑輪中８３６－２〒498-0816

千木　善博018053

TEL 0594-72-3047

（有）一色製作所 3,000 －2401無法

建１大１鋼１内１
三重県いなべ市北勢町川原８７５－１〒511-0401

一色　宗法018054
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TEL 0594-42-3861

丹羽建装 －2401無個

内１
三重県桑名市長島町平方３６８〒511-1147

丹羽　賢治018055

TEL 0594-88-5554

（有）水谷鉄筋 5,000 －2401無法

筋１
三重県桑名市多度町香取４９９－１〒511-0102

水谷　秀樹018062

TEL 0594-21-1272

（有）市野建築 3,000 －2401無法

建１
三重県桑名市新屋敷１６６〒511-0043

市野　隆春018063

TEL 0594-45-0113

（有）伊藤信工務店 3,000 －2401無法

建１
三重県桑名市長島町松蔭１０６７－１〒511-1134

伊藤　信一018065

TEL 0594-72-4488

田中建築 －2401無個

建１
三重県いなべ市北勢町中山１２９－２〒511-0433

田中　博之018068

TEL 0594-22-1513

（株）後藤パイピング 20,000 －2401無法

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２水２消１解２
三重県桑名市大字稗田７８７－４〒511-0852

後藤　豊史018070

TEL 0594-31-2489

栗原製網（株） 10,000 －2401有法

と１
三重県桑名市赤尾２５６－３〒511-0934

栗原　清幸018071

TEL 0594-46-2135

（有）花徳建設 3,000 －2401無法

土１と１
三重県いなべ市藤原町日内１９〒511-0505

中村　貢也018075

TEL 0594-74-2580

（有）橋本工業 3,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県いなべ市員弁町楚原３０７〒511-0202

橋本　宏明018076

TEL 0594-29-1319

岡本建築 －2401無個

建１
三重県桑名市大字今島１３６７〒511-0801

岡本　亅018080

TEL 0594-24-4515

（株）三城製作所 10,000 －2401無法

鋼１
三重県桑名市小貝須字八反田２０１７〒511-0841

金城　熱典018081

TEL 0594-72-6330

（株）ナカムラ建設 28,000 －2401無法

土２建２と２石２管２鋼２舗２塗２園２水２
三重県いなべ市北勢町阿下喜７１７－３〒511-0428

西出　勝美018082

TEL 0594-31-1221

（有）山岡電気商会 5,000 －2401無法

電１管１
三重県桑名市大字友村１２３〒511-0938

石原　浩輔018087
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TEL 0594-42-3122

（有）諏訪鉄工所 5,000 －2401有法

鋼１
三重県桑名市長島町中川６２７－２〒511-1103

諏訪　敏明018088

TEL 0594-46-2138

（有）小寺工務店 3,000 －2401無法

建１
三重県いなべ市藤原町川合１０３５－２〒511-0504

小寺　序和018089

TEL 0594-78-3643

（株）ＧＡＲＤＥＮＡＲＴ 10,000 －2401無法

土１と１園１
三重県いなべ市大安町石榑東２４２６－１〒511-0264

伊藤　文章018094

TEL 0594-31-2303

（有）内装のオガワ 5,000 －2401無法

大１内１
三重県桑名市大字島田１１００－１〒511-0936

小川　勝弘018095

TEL 0594-48-3180

（株）光陽産業 10,000 －2401有法

鋼１具１
三重県桑名市多度町香取字新切６４９〒511-0102

水谷　孝018096

TEL 0594-24-4893

（有）折尾組 3,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県桑名市大字安永３５６－７〒511-0839

折尾　浩美018097

TEL 0594-22-0470

松岡電気（株） 10,000 －2401有法

電１通１
三重県桑名市寿町１－１４〒511-0061

松岡　幸二018101

TEL 0567-68-4801

（株）渡壁 10,000 －2401有法

鋼１
三重県桑名郡木曽岬町三崎５５１〒498-0814

渡壁　良018102

TEL 0594-22-1330

（有）マキタ工業 3,000 －2401無法

建１
三重県桑名市大字小貝須字才兵衛縄９２７〒511-0841

蒔田　進018103

TEL 0594-21-2246

（株）セイワ 10,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市大字立田町２３４－１〒511-0842

吉田　正敏018104

TEL 0594-22-2560

桑栄運輸（株） 30,000 －2401有法

と１内１機１
三重県桑名市中央町３－２３〒511-0068

山本　重雄018107

TEL 0594-23-1862

（有）イシガキ硝子 3,000 －2401無法

ガ１
三重県桑名市堤原２３〒511-0072

石垣　好枝018108

TEL 0567-68-2026

（有）大孝建設 3,000 －2401無法

建１
三重県桑名郡木曽岬町大字雁ケ地６９８〒498-0818

黒宮　一郎018109
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TEL 0594-22-5901

石香 －2401無個

土１と１
三重県桑名市大字西別所４６３－２〒511-0851

三村　彦輝018112

TEL 0594-22-1368

（有）熊澤板金 3,000 －2401無法

屋１板１
三重県桑名市萱町３６〒511-0044

熊澤　宏征018117

TEL 0594-74-4436

（有）アシスト 3,000 －2401無法

電１消１
三重県いなべ市員弁町大泉新田２５－９〒511-0217

大田　原幸018119

TEL 0594-22-1073

（株）大勢土木 5,000 －2401有法

土１と１鋼１舗１し１水１
三重県桑名市大字大福２２４〒511-0834

梶島　周治018120

TEL 0594-31-4574

（株）郡水道設備 10,000 －2401無法

土１と１管１水１
三重県桑名市大字坂井６０９〒511-0939

郡　和也018125

TEL 0594-72-3052

坂口建築 －2401無個

建１
三重県いなべ市北勢町別名５６６〒511-0431

坂口　則美018126

TEL 0567-68-4066

（株）マルイ鉄工 10,000 －2401有法

管１鋼１
三重県桑名郡木曽岬町大字三崎５５２－２〒498-0814

伊藤　卓男018127

TEL 0594-48-2152

（有）ルーフマエザカ 3,000 －2401無法

屋１
三重県桑名市多度町多度１９４〒511-0106

小林　敏彦018129

TEL 0594-27-5888

（有）三建クリエィション 10,000 －2401有法

建１大１タ１内１具１
三重県桑名市大字江場１５４４－１〒511-0836

片岡　達哉018132

TEL 0594-77-2151

三重信和サービス（株） 10,000 －2401無法

と１塗１
三重県いなべ市大安町南金井２５１０－３〒511-0283

中川　彰祥018133

TEL 0594-72-2672

北勢機械（株） 10,000 －2401有法

土１
三重県いなべ市北勢町麻生田麻野３６０７〒511-0427

足立　孝雄018135

TEL 0594-45-1219

（株）長島緑化 10,000 －2401無法

園１
三重県桑名市長島町浦安３３３〒511-1135

舟橋　純018138

TEL 0594-42-1118

大重建築 －2401無個

建１大１屋１タ１内１
三重県桑名市長島町葭ヶ須２〒511-1124

水谷　達也018144
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TEL 0594-22-2441

コトブキ建設 －2401有個

建１
三重県桑名市今北町４９〒511-0006

片桐　義秀018145

TEL 0594-72-5775

（有）畑熔接工業 3,000 －2401無法

建１
三重県いなべ市北勢町東村１３９９－１〒511-0432

畑　正美018146

TEL 0594-21-4521

フジタ電業（株） 20,000 －2401有法

電２管２機１
三重県桑名市大字大福字跡４６３〒511-0834

中川　四郎018147

TEL 059-353-5246

（有）メーケン 3,000 －2402無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
三重県四日市市西浦１－６－４〒510-0071

成田　滋生018149

TEL 0594-72-6332

伊丹建築 －2401無個

建１
三重県いなべ市北勢町新町２４３〒511-0436

伊丹　正博018150

TEL 0594-45-1092

（有）桑名設備 10,000 －2401有法

管１
三重県桑名市長島町横満蔵３４６－５〒511-1133

杉山　工018151

TEL 0594-42-3617

山崎建築 －2401無個

建１
三重県桑名市長島町松ケ島１３７－２〒511-1122

山崎　敏巳018152

TEL 0594-42-3210

（有）佐藤石工 5,000 －2401無法

土１と１石１舗１水１
三重県桑名市長島町新所２２〒511-1101

佐藤　功018154

TEL 0594-48-4032

（有）ヒルカワ造園土木 3,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
三重県桑名市多度町力尾２０６４〒511-0125

蛭川　清人018155

TEL 0594-77-1253

イワタニ設備 －2401無個

土１管１舗１
三重県いなべ市大安町梅戸１３９２－２６〒511-0284

岩谷　則之018157

TEL 0594-22-6629

大甚建築 －2401無個

建１
三重県桑名市地蔵２０２〒511-0034

水谷　博和018159

TEL 0594-72-2928

（有）小寺塗装店 3,000 －2401無法

塗１
三重県いなべ市北勢町阿下喜１５１０－２〒511-0428

小寺　徹翁018165

TEL 0594-48-3232

ヒラノ建築 －2401無個

大１
三重県桑名市多度町柚井５－２〒511-0101

平野　博樹018166
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TEL 0594-23-3177

伊藤建築 －2401無個

建１大１屋１タ１内１
三重県桑名市大字江場４５９－２〒511-0836

伊藤　誓吾018167

TEL 0594-33-3137

伊藤工業 －2401無個

土１と１解１
三重県桑名市筒尾１－１３－９〒511-0901

伊藤　昭人018169

TEL 0567-68-5565

（有）三友工業 4,500 －2401無法

具１
三重県桑名郡木曽岬町大字源緑輪中１００〒498-0816

後藤　賢二018175

TEL 0594-22-8380

（株）グリーン伊藤 10,000 －2401有法

園１
三重県桑名市大字桑部１２７６－２〒511-0923

伊藤　須恵子018176

TEL 0594-78-0168

（株）ゆみや石材店 5,000 －2401無法

土１石１舗１
三重県いなべ市大安町石榑東１８４６〒511-0264

弓矢　孝己018177

TEL 0594-72-7020

（有）山下水道 3,000 －2401有法

土１と１管１舗１
三重県いなべ市北勢町麻生田１４７４〒511-0427

山下　三尚018179

TEL 0594-22-4061

（株）岡村農材 10,000 －2401有法

建１
三重県桑名市大福字寺跡３６２〒511-0834

井上　弘樹018181

TEL 0594-31-8166

タカミズ建築工業 －2401無個

建１
三重県桑名市大字友村２７３－３〒511-0938

水谷　元彦018183

TEL 0594-72-2478

安藤建材店 －2401有個

建１
三重県いなべ市北勢町阿下喜２０００〒511-0428

安藤　信之018184

TEL 0594-31-3643

（有）多湖電設工業 3,000 －2401無法

電１管１
三重県桑名市大字森忠１７５５－７〒511-0943

多湖　一也018185

TEL 0594-29-2383

（有）コーワ工業 3,000 －2401有法

土１と１石１舗１
三重県桑名市川崎町２２〒511-0802

田中　虎意018187

TEL 0594-75-0002

（有）丸忠土建興業 10,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県員弁郡東員町笹尾西１－３８－７〒511-0231

水谷　久忠018188

TEL 0594-22-6460

（有）トキタ 5,000 －2401無法

内１
三重県桑名市大字桑部１００７－４５〒511-0923

時田　寿行018189
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TEL 0594-22-0401

（株）福田屋 10,000 －2401有法

建１
三重県桑名市今北町１９－１〒511-0006

伊藤　公一018194

TEL 0594-42-1545

（有）英伸電気 5,000 －2401無法

電１管１
三重県桑名市長島町千倉３５５〒511-1105

金森　英雄018198

TEL 0594-21-3817

（有）エムテック 3,000 －2401無法

鋼１
三重県桑名市大字立田町２２５－３〒511-0842

水谷　美智男018200

TEL 0567-68-3217

ミアイエンリン（有） 3,000 －2401有法

管１
三重県桑名郡木曽岬町大字白鷺６２８－１７６〒498-0815

西川　保治018201

TEL 0594-22-5441

（株）カネブン 30,000 －2401有法

屋１
三重県桑名市江場５２９〒511-0836

中島　年隆018203

TEL 0594-74-2359

若松ウッドホーム（有） 5,000 －2401有法

建１
三重県いなべ市員弁町松之木１１３６－１〒511-0216

若松　正人018207

TEL 0594-21-2755

（有）モリタ 3,000 －2401無法

建１
三重県桑名市大字大貝須２０３－１〒511-0848

森田　稔018212

TEL 0594-29-1159

（有）岡村組 5,000 －2401有法

鋼１
三重県桑名市川崎町４５－１〒511-0802

岡村　茂生018213

TEL 0567-65-6232

（有）岡建 5,000 －2401有法

建１大１屋１タ１内１
三重県桑名郡木曽岬町大字見入流作１１２〒498-0822

柳岡　秋男018214

TEL 0594-72-2068

（有）丸清材木店 5,000 －2401有法

建１
三重県いなべ市北勢町阿下喜１３６２〒511-0428

近藤　秀樹018217

TEL 0594-24-4375

（有）丹和設備 5,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県桑名市大字福地２５２－１〒511-0845

丹羽　康之018218

TEL 0594-76-4013

（有）前野工務店 5,000 －2401無法

土１と１舗１
三重県員弁郡東員町大字瀬古泉８２８〒511-0252

前野　幸一018219

TEL 0594-78-0814

（有）丸慶 5,000 －2401有法

建１大１屋１管１鋼１板１ガ１内１
三重県いなべ市大安町石榑南９０５〒511-0266

伊藤　竜己018220
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TEL 0594-76-7034

（有）マルコウ 3,000 －2401有法

土１と１鋼１舗１園１
三重県員弁郡東員町笹尾西３－２－２〒511-0231

髙島　基018221

TEL 0594-22-8199

金屋建設（有） 3,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市大字蓮花寺１９－３〒511-0854

田切　光明018222

TEL 0594-24-3867

（有）松岡板金工業 3,000 －2401無法

建１大１屋１板１内１
三重県桑名市大字大福５２５－３〒511-0836

松岡　淳018226

TEL 0594-24-2234

（株）グランビル 10,000 －2401有法

建１大１屋１管１タ１鋼１内１
三重県桑名市大字播磨８４２－４〒511-0862

長谷川　一仁018228

TEL 0594-78-2231

（有）真和興業 5,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県いなべ市大安町高柳４０１－１〒511-0272

出口　信次018235

TEL 0594-45-0612

（有）新栄丸 10,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県桑名市長島町福吉１９－１〒511-1137

市川　辰彦018237

TEL 0594-22-2211

（株）コスモ 10,000 －2401有法

土１と１電１管１し１水１
三重県桑名市大字播磨字岸西下２５４５〒511-0862

木村　勇登018238

TEL 0594-23-5878

（有）トリオエアコンサービス 3,000 －2401無法

管１
三重県桑名市大字東金井１３１０－１〒511-0921

山家　喜久018242

TEL 0594-24-7103

朝日建材工業（有） 5,000 －2401無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県桑名市大字東汰上５７８－１〒511-0806

山口　進018243

TEL 0594-76-0356

（有）安徳建設 3,000 －2401無法

建１内１
三重県員弁郡東員町笹尾東１－１７－１４〒511-0232

安徳　和巳018244

TEL 0594-76-6032

（株）トウエイ建設 3,000 －2401無法

土１と１舗１園１
三重県員弁郡東員町笹尾東３－８－６〒511-0232

後藤　勇樹018246

TEL 0594-76-2691

（株）アイテックス水常 10,000 －2401有法

土１建１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県員弁郡東員町鳥取１６５－１〒511-0241

水谷　常次018248

TEL 0594-46-3013

藤田建築 －2401無個

建１
三重県いなべ市藤原町市場７２０－６〒511-0511

藤田　清高018255
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TEL 0594-23-1577

テラモト家具（株） 10,000 －2401有法

内１
三重県桑名市大字蓮花寺２７７－１〒511-0854

内山　圭一018256

TEL 0594-21-5001

（有）ミクニ住設 3,000 －2401有法

管１
三重県桑名市小貝須４３２〒511-0841

水谷　邦彦018257

TEL 0594-76-6918

（有）志水建装 3,000 －2401無法

内１
三重県員弁郡東員町長深４２４０〒511-0255

志水　英毅018263

TEL 0594-74-4657

（有）コーケン 5,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県いなべ市員弁町松之木２０９７〒511-0216

位田　光治018265

TEL 0594-32-5825

（株）髙橋電気工事 10,000 －2401無法

電１
三重県桑名市大字森忠１２０７－１２〒511-0943

髙橋　正三018267

TEL 0567-68-2553

（有）木曽岬重量 3,000 －2401無法

と１機１
三重県桑名郡木曽岬町大字富田子２４０－２〒498-0813

山嵜　林作018268

TEL 0594-21-6554

（有）光和重建工業 3,000 －2401無法

建１と１
三重県桑名市大字福地３〒511-0845

吉田　金造018270

TEL 0594-29-3175

片岡サービス －2401有個

園１
三重県桑名市大字上深谷部２２１４〒511-0809

片岡　建治018271

TEL 0594-72-2318

（有）日進電機工業所 3,000 －2401無法

電１
三重県いなべ市北勢町阿下喜２８７９－３〒511-0428

伊藤　常昭018272

TEL 0594-73-1495

（有）シミズアルミ建材 3,000 －2401無法

大１ガ１内１具１
三重県桑名市大字江場１１８－１７富士工業株式会社内〒511-0836

村澤　哲也018274

TEL 0594-33-3737

（有）レイクウッドホーム 5,000 －2401有法

建１
三重県桑名市陽だまりの丘７－１８１５〒511-0867

佐藤　有加018276

TEL 0594-77-0722

日沖電機工事 －2401無個

電１
三重県いなべ市大安町南金井１０１４〒511-0283

日沖　辰哉018280

TEL 0594-76-3265

（有）サトー工業 33,000 －2401無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県員弁郡東員町大字筑紫３３９〒511-0253

佐藤　嘉章018281
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TEL 0594-42-4063

福真（株） 10,000 －2401無法

大１内１具１
三重県桑名市長島町東殿名３１〒511-1121

山下　雅司018282

TEL 0594-22-7776

（有）桑名環境サービス 3,000 －2401有法

土１管１し１
三重県桑名市上野９５８－３〒511-0825

神農　栄一018283

TEL 0594-72-5054

（有）出口鉄工所 3,000 －2401無法

と１鋼１板１
三重県いなべ市北勢町垣内３６８－２〒511-0437

出口　淳018285

TEL 0594-74-2322

（有）奥岡工務店 3,000 －2401無法

建１大１
三重県いなべ市員弁町坂東新田９７－５〒511-0208

奥岡　一彦018286

TEL 0594-76-3669

（有）太田電業 3,000 －2401無法

電１管１通１
三重県員弁郡東員町大字南大社１４４７〒511-0256

太田　國男018291

TEL 0594-46-3640

（有）ハヤシ水道設備 5,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１
三重県いなべ市藤原町大貝戸７０２〒511-0517

林　克次018292

TEL 0567-68-4925

（有）イトコー 5,000 －2401無法

建１
三重県桑名郡木曽岬町大字富田子３０４－２１〒498-0813

伊藤　浩018294

TEL 0594-74-4348

安藤電気工事 －2401無個

電１
三重県いなべ市員弁町大泉７８０－１〒511-0224

安藤　好道018295

TEL 0594-21-7315

山家建築 －2401無個

建１
三重県桑名市東金井２４６〒511-0921

山家　浩嗣018296

TEL 0594-21-3275

（有）丸政 5,000 －2401無法

建１管１
三重県桑名市東汰上字千倉畑２０８－１〒511-0806

水谷　雅泰018297

TEL 0567-68-8693

富田造園 －2401有個

園１
三重県桑名郡木曽岬町和泉４８〒498-0803

富田　光行018298

TEL 0594-24-7587

（有）グレイン 3,000 －2401無法

建１
三重県桑名市江場６１４－３〒511-0836

柿澤　基一018300

TEL 0594-76-2156

（有）東員電機工業所 3,000 －2401無法

電１管１
三重県員弁郡東員町大字八幡新田１６４－２〒511-0245

森本　保宏018301
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TEL 0594-31-0601

（株）トーカイホーム 10,000 －2401無法

土１建１
三重県桑名市大字五反田１５７１－１〒511-0946

黒田　覚018302

TEL 0594-45-0064

石垣板金 －2401無個

板１
三重県桑名市長島町松蔭５６〒511-1134

石垣　孝史018303

TEL 0567-68-3882

（有）荒川機工 3,000 －2401無法

機１
三重県桑名郡木曽岬町大字富田子３０７－３５〒498-0813

荒川　元018305

TEL 0594-45-0417

（有）阿万商店 3,000 －2401無法

土１と１
三重県桑名市長島町福豊８５２－１〒511-1132

阿万　和子018307

TEL 0594-31-8841

（株）松岡商店 10,000 －2401無法

土１と１石１舗１水１
三重県桑名市大仲新田４４１－１〒511-0947

松岡　倫弘018315

TEL 0594-48-2828

多度設備工業（株） 3,000 －2401無法

土１と１管１舗１水１
三重県桑名市多度町古野９７０〒511-0122

石川　一路018317

TEL 0594-42-5156

（有）タクミスタジオ 3,000 －2401有法

鋼１
三重県桑名市長島町中川６８３－１〒511-1103

諏訪　幸芳018320

TEL 0594-77-2548

（有）新和土建 5,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県いなべ市大安町大井田３０１－３〒511-0274

水谷　友哉018327

TEL 0594-21-5267

（有）モリテック 3,000 －2401無法

土１と１鋼１舗１塗１水１
三重県桑名市大字小貝須４３８－１〒511-0841

森　辰徳018328

TEL 0594-74-2671

（有）坪井電機商会 5,000 －2401無法

電１通１
三重県いなべ市員弁町大泉新田５０２－２〒511-0217

坪井　重昭018330

TEL 0594-21-0413

（有）加藤商会 3,000 －2401無法

鋼１
三重県桑名市東方字尾畑２０７７－４〒511-0811

加藤　久夫018332

TEL 0594-76-3272

水谷塗装店 －2401無個

塗１
三重県員弁郡東員町山田３８３１〒511-0251

水谷　彰018336

TEL 0594-22-9931

（有）和泉創建 6,000 －2401有法

建１
三重県桑名市大字小泉５３〒511-0837

金森　博人018341
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TEL 0594-31-8162

（有）中川興業 3,000 －2401有法

土１
三重県桑名市大字志知４５９－３〒511-0937

中川　洋一郎018344

TEL 0594-29-2884

（株）丸加工業 10,000 －2401有法

管１機１
三重県桑名市今島町１９８６－１〒511-0801

加藤　哲生018345

TEL 0594-23-5932

（株）石田機械設備 5,000 －2401無法

管１機１
三重県桑名市江場５３２－６〒500-0836

石田　章也018347

TEL 0594-76-6491

白石住建興業 －2401無個

土１建１
三重県員弁郡東員町笹尾西２－４０－１４〒511-0231

白石　森夫018348

TEL 0594-27-6465

三愛塗装 －2401無個

塗１
三重県桑名市大字蓮花寺１５９３－１〒511-0854

原田　雅美018349

TEL 0594-21-0383

（有）新幸 3,000 －2401有法

建１
三重県桑名市大字東金井５８８－２１〒511-0921

松田　修一018351

TEL 0594-76-6590

（株）タケダプラント 10,000 －2401無法

機１
三重県員弁郡東員町大字穴太西ノ坪２３３３－９〒511-0243

竹田　将018353

TEL 0567-67-5525

（株）コネクト 10,000 －2401無法

土１建１と１屋１管１鋼１舗１水１
三重県桑名郡木曽岬町大字加路戸５７９－２〒498-0801

仁村　邦彦018356

TEL 0594-76-4915

（有）嶋田電気設備 3,000 －2401無法

電１
三重県員弁郡東員町笹尾西２－２１－１３〒511-0231

嶋田　賢児018361

TEL 0594-31-7656

（有）オオノ 3,000 －2401無法

内１
三重県桑名市筒尾４－１４－１〒511-0901

大野　道春018363

TEL 0594-46-2062

宮木工業（株） 10,000 －2401有法

大１
三重県いなべ市藤原町長尾２９４〒511-0506

宮木　宏紀018366

TEL 0594-48-7696

（株）ＨＩＲＯ建築 5,000 －2401有法

建１
三重県桑名市多度町多度２－７－３〒511-0106

水谷　浩二018371

TEL 0594-74-2882

（株）クリエイト 13,000 －2401無法

建１と１電１鋼１
三重県いなべ市員弁町笠田新田１２２９〒511-0205

多湖　純男018374
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TEL 0594-32-2971

（有）うちだ 3,000 －2401無法

屋１
三重県桑名市桑名市大字志知２５２８－１〒511-0937

内田　欣仁018375

TEL 0594-21-1054

伊藤クレーン（株） 10,000 －2401無法

と１
三重県桑名市大字和泉３８５〒511-0838

伊藤　正利018376

TEL 0594-78-0026

（有）森義 5,000 －2401有法

建１
三重県いなべ市大安町石榑東９７２〒511-0264

森　一018384

TEL 0594-21-7575

博水園 －2401有個

土１と１石１園１水１
三重県桑名市西別所１３７５〒511-0851

水谷　作衛018385

TEL 0594-32-7661

（有）小野エンジニアリング 3,000 －2401無法

土１と１舗１
三重県桑名市赤尾台２－１３－５〒511-0935

小野　俊平018388

TEL 0594-76-3817

杉山建築 －2401無個

建１
三重県員弁郡東員町大字長深２９０５〒511-0255

杉山　林吉018389

TEL 0594-76-9863

（有）木下建材 3,000 －2401無法

建１
三重県員弁郡東員町笹尾東２－２０－４〒511-0232

木下　武018394

TEL 0594-31-3270

（有）山本組 3,000 －2401無法

と１
三重県桑名市志知３１１９〒511-0937

山本　將之018397

TEL 0594-42-0471

三川興舎 －2401無個

土１建１大１と１
三重県桑名市長島町鎌ヶ地本村３０１〒511-1123

髙木　喜廣018399

TEL 0594-23-8037

（株）あい商事 10,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県桑名市大字東汰上５７２－１〒511-0806

日下　裕之018401

TEL 0594-27-7100

（有）オフィスみずたに 3,000 －2401有法

建１
三重県桑名市大字和泉２５９－３〒511-0838

水谷　力018402

TEL 0594-22-0577

（株）水谷塗装店 10,000 －2401無法

塗１防１
三重県桑名市大字地蔵５５－１〒511-0034

水谷　俊夫018404

TEL 0594-76-4139

河合建築 －2401無個

建１
三重県員弁郡東員町長深２８７１－１〒511-0255

河合　正文018405
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TEL 0594-45-8075

（有）廣建 5,000 －2401無法

左１
三重県桑名市長島町福吉６９１－１３８〒511-1137

廣辻　茂018406

TEL 0594-42-1191

伊藤建設 －2401無個

と１
三重県桑名市長島町小島５９〒511-1111

伊藤　省三018408

TEL 0594-72-5045

大興電気工事（有） 3,000 －2401無法

電１
三重県いなべ市北勢町垣内６４８－１〒511-0437

丹羽　孝直018409

TEL 0594-46-3303

（有）金本鉄工所 3,000 －2401無法

鋼１機１
三重県いなべ市藤原町石川字室貝戸３８５〒511-0514

竹中　務018410

TEL 0594-21-1491

（株）ダイフク工務店 3,000 －2401無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県桑名市大福３３１〒511-0834

蒔田　耕一018412

TEL 0594-23-1740

（有）矢野塗装 3,000 －2401無法

塗１
三重県桑名市大字蛎塚新田８３８〒511-0861

矢野　守018413

TEL 0594-32-8802

（有）ムラタ工務店 3,000 －2401無法

建１
三重県桑名市西正和台１－１０－１３〒511-0933

村田　拓哉018415

TEL 0594-31-5155

（株）三林 10,000 －2401無法

と１
三重県桑名市大字森忠７５３〒511-0943

三林　哲也018417

TEL 0594-48-2960

コトブキ工営 －2401無個

土１大１と１鋼１筋１舗１
三重県桑名市多度町福永１５〒511-0112

小川　光一018419

TEL 0594-22-2797

（有）シンワ 5,000 －2401有法

土１建１内１
三重県桑名市大字大福５１０－３〒511-0834

伊藤　和紀018422

TEL 0594-31-7734

カネヨシ －2401無個

鋼１
三重県桑名市陽だまりの丘３－８０９〒511-0867

金山　芳雄018424

TEL 0567-68-1139

（有）髙瀬昇降機 3,000 －2401無法

機１
三重県桑名郡木曽岬町大字栄９８－７７〒498-0811

髙瀬　孝一018425

TEL 0594-22-6631

（株）山松 15,000 －2401有法

建１
三重県桑名市松並町１－１１〒511-0814

松尾　由佳理018430
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TEL 0594-78-3336

（有）サンケイ開発 10,000 －2401有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県いなべ市大安町石榑南１０２２〒511-0266

三崎　金清018431

TEL 0594-72-4325

（有）庭久 5,000 －2401無法

園１
三重県いなべ市北勢町新町５６６－１２〒511-0436

伊藤　次男018432

TEL 0567-65-1155

石田鉄工（株） 10,000 －2401有法

と１鋼１
三重県桑名郡木曽岬町大字見入流作９５〒498-0822

石田　昭三018436

TEL 0567-68-1235

（有）花井設備 3,000 －2401無法

土１管１
三重県桑名郡木曽岬町大字三崎４５５〒498-0814

花井　弘巳018437

TEL 0594-76-6539

（株）石建 10,000 －2401有法

土１と１管１舗１
三重県員弁郡東員町大字南大社９０２〒511-0256

石垣　成男018440

TEL 0594-29-2802

（株）ダイキ建設 3,000 －2401無法

土１と１石１舗１
三重県桑名市大字今島字江向１７９８〒511-0801

岩花　茂範018441

TEL 0594-48-2663

（有）近藤住設左官 3,000 －2401無法

土１左１電１管１水１
三重県桑名市多度町北猪飼５２０－１〒511-0123

近藤　忠男018442

TEL 0594-31-7931

（有）ミヤウチ 3,000 －2401無法

建１
三重県桑名市松ノ木７－９－２１〒511-0902

宮内　勝018444

TEL 0594-49-3200

（株）大城 10,000 －2401有法

と１管１鋼１
三重県桑名市多度町香取３６６〒511-0102

伊藤　雅之018445

TEL 0594-76-5330

（有）社建設 3,000 －2401無法

土１と１石１舗１園１
三重県員弁郡東員町大字南大社５５５－３〒511-0256

一色　竜也018446

TEL 0594-46-4818

伊藤建材 －2401有個

土１と１解１
三重県いなべ市藤原町川合３４６－１〒511-0504

伊藤　巧生018447

TEL 0594-32-2931

（有）太鳳 5,000 －2401有法

鋼１
三重県桑名市赤尾台５－６－１〒511-0935

安田　多巳雄018449

TEL 059-365-0856

（有）末永左官 3,000 －2402無法

左１
三重県四日市市西富田町１０２３〒510-8024

早河　輝明018451



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

408頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-23-3367

（有）加納電気 3,000 －2401有法

電１
三重県桑名市大字江場３８２〒511-0836

加納　德美018452

TEL 0594-48-2635

世宝建築 －2401無個

建１
三重県桑名市多度町猪飼７８８〒511-0124

伊藤　強018453

TEL 0594-22-2468

春岬堂　服部表具店 －2401無個

内１
三重県桑名市吉之丸９７〒511-0032

服部　昌輝018455

TEL 0594-21-1966

中野建築 －2401無個

建１
三重県桑名市大字安永１８６０〒511-0839

中野　博史018456

TEL 0594-48-2888

（有）松田住建 5,000 －2401無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市多度町下野代３３０〒511-0117

松田　光司018459

TEL 0594-23-8770

新成テック（株） 20,000 －2401無法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２舗２し２塗２防２内２水２解２
三重県桑名市大字桑部５７７－２〒511-0923

野間　真介018460

TEL 0594-23-1667

（有）銅半板金 3,000 －2401無法

屋１板１
三重県桑名市北別所１８１６〒511-0819

岩田　恭司郎018462

TEL 0594-22-1214

プレステージ（株） 10,000 －2401無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１消１
三重県桑名市吉津屋町６２〒511-0087

橡尾　光春018463

TEL 0594-76-1707

（有）伍代組 3,000 －2401無法

と１
三重県員弁郡東員町大木３９４０－１３〒511-0244

鈴木　勝美018466

TEL 0594-74-2839

近藤電気 －2401無個

電１
三重県いなべ市員弁町東一色５４１〒511-0215

近藤　正018467

TEL 0594-72-4615

員弁営繕センター －2401無個

建１
三重県いなべ市北勢町東村５６９〒511-0432

岩田　重和018469

TEL 0594-73-5789

（有）吉田型枠 3,000 －2401無法

土１と１石１舗１水１
三重県桑名市地蔵１７６－８〒511-0034

吉田　英明018470

TEL 059-396-0289

（有）エース 5,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町大字田光４７１－１〒510-1324

諸岡　満ゆ美018472



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-325-3001

（株）花建 10,000 －2402無法

建１
三重県四日市市あがたが丘１－２０－８〒512-1202

柴田　鐘淳018476

TEL 0594-48-3508

横山建築 －2401無個

建１
三重県桑名市多度町香取１６２〒511-0102

横山　賢一018477

TEL 0594-29-2987

（有）サカイ工業 5,000 －2401無法

機１
三重県桑名市大字下深谷部４９２９－１１〒511-0808

酒井　元敏018481

TEL 0594-22-7023

曽山塗装店 －2401無個

塗１
三重県桑名市大字大福４４０－２〒511-0834

曽山　正之018483

TEL 0594-42-5515

（有）キムラ 5,000 －2401有法

土１と１石１管１舗１し１水１
三重県桑名市長島町殿名８７２〒511-1127

木村　修018484

TEL 0594-77-0500

（株）サクシード工業 10,000 －2401有法

土１管１
三重県いなべ市大安町南金井１１５１〒511-0283

安藤　和樹018485

TEL 0594-29-1087

（株）エヌエステック 10,000 －2401無法

建１大１と１屋１タ１鋼１塗１内１解１
三重県桑名市大字下深谷部３４５－１１〒511-0808

杉野　憲正018488

TEL 0594-74-4011

（株）アイテクノス 10,000 －2401有法

土１と１鋼１舗１水１
三重県いなべ市員弁町東一色２１４０－１〒511-0215

奥岡　保二018489

TEL 0594-78-4818

トータルホーム赤坂 －2401無個

建１大１内１
三重県いなべ市大安町石榑東１８７３〒511-0264

赤坂　佳朗018491

TEL 0594-48-4125

伊藤良建築 －2401無個

建１
三重県桑名市多度町北猪飼１９８３－１〒511-0123

伊藤　良一018492

TEL 0594-31-1423

（有）千代田園芸社 3,000 －2401有法

と１園１
三重県桑名市筒尾７－８－１１〒511-0901

石倉　睦子018493

TEL 0594-23-5352

（有）星野設備 3,000 －2401無法

土１管１
三重県桑名市大字大福１〒511-0834

星野　有治018494

TEL 0594-23-7337

（株）アサノペイント 10,000 －2401有法

塗１
三重県桑名市大字太夫字西浦１８６－３〒511-0826

畑　信一018495



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
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TEL 0594-48-6066

白馬建設（株） 6,600 －2401有法

土１と１舗１水１
三重県桑名市多度町御衣野１６５６〒511-0118

伊藤　美恵子018497

TEL 0594-76-0586

片岡建築 －2401無個

建１
三重県員弁郡東員町大字長深３０５３－２〒511-0255

片岡　和弘018498

TEL 0594-84-2778

（有）いなべ創建 3,000 －2401無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１
三重県いなべ市員弁町畑新田５１１〒511-0203

奥岡　みゑ子018499

TEL 0567-68-1922

（有）ラインアート 3,000 －2401無法

塗１
三重県桑名郡木曽岬町大字富田子３２４－１４〒498-0813

片山　功二018501

TEL 0594-76-6505

（株）高橋工務店 20,000 －2401無法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗１し１板２ガ２塗２防２内２絶２具２水１解２
三重県員弁郡東員町笹尾東１－２６－９〒511-0232

髙橋　松太郎018502

TEL 0594-31-4055

岩花運輸（株） 20,000 －2401有法

土１
三重県桑名市星見ヶ丘９－４１３〒511-0912

岩花　景子018503

TEL 0594-22-5522

（株）宮田建築 10,000 －2401無法

土１建１
三重県桑名市一色町７５〒511-0046

宮田　一幸018504

TEL 0594-78-3789

飯尾建設 －2401無個

園１
三重県いなべ市大安町宇賀６２８－１０〒511-0286

飯尾　克己018506

TEL 0594-46-3184

（有）ヤマグチ製作所 3,000 －2401無法

鋼１
三重県いなべ市藤原町西野尻１５２６－１〒511-0516

山口　惣太018507

TEL 0594-29-2844

（有）ミズテック 5,000 －2401無法

電１
三重県桑名市上深谷部９７３〒511-0809

水谷　秀臣018511

TEL 0594-22-5535

（株）ミルア 10,000 －2401有法

ガ１具１
三重県桑名市大字江場５５８〒511-0836

伊藤　輝明018515

TEL 0594-72-3678

（有）瀬古工務店 5,000 －2401無法

土１建１
三重県いなべ市北勢町田辺１５７３〒511-0405

瀬古　清二018517

TEL 0594-29-3713

竹口建設 －2401有個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市大字下深谷部３４５－６〒511-0808

竹口　真吾018519
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令和 3年 3月末日 現在　　
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TEL 0594-42-3341

浅野造園 －2401無個

土１園１
三重県桑名市長島町下坂手１１２〒511-1106

浅野　進018520

TEL 0594-45-0921

長島造園 －2401有個

園１
三重県桑名市長島町白鶏３３７〒511-1136

伊藤　伸一018521

TEL 0594-45-0806

森造園 －2401有個

園１
三重県桑名市長島町福豊９４１〒511-1132

森　久米和018524

TEL 0594-22-1110

本間商会 －2401無個

電１
三重県桑名市参宮通１０８〒511-0007

本間　幸男018525

TEL 0594-74-2206

（株）員弁環境サービス 10,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県いなべ市員弁町岡丁田１７４２－３〒511-0214

鈴木　政勝018526

TEL 0594-33-3517

（有）ツカサ工業 3,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県桑名市大字赤尾字三瀬５９０－２３〒511-0934

水谷　真弓018527

TEL 0594-42-5619

（株）クリエイティブハウス 10,000 －2401無法

建１防１
三重県桑名市長島町松ヶ島７３３－１７１〒511-1122

若園　直樹018529

TEL 0594-77-0038

三﨑軌道 －2401無個

と１
三重県いなべ市大安町南金井６４３〒511-0283

三﨑　高治018530

TEL 0567-68-6211

中部畳材（株） 12,000 －2401有法

内１
三重県桑名郡木曽岬町大字和富１－５〒498-0823

浅井　文雄018531

TEL 0594-46-2591

（株）スギシマ技建 10,000 －2401無法

建１大１内１
三重県いなべ市藤原町本郷２２３－１〒511-0523

杉山　志眞男018532

TEL 0594-22-1747

（有）アイソー 3,000 －2401無法

内１
三重県桑名市上野１０〒511-0825

相澤　賢一018534

TEL 0593-48-5101

司建築工房 －2402有個

建１
三重県四日市市四日市市日永西４－１７－１９〒510-0891

後藤　憲司018536

TEL 0594-29-1566

（株）桑名三川総合開発 2,000 －2401無法

土１
三重県桑名市大字今島江向１８１８〒511-0801

中村　幹夫018538
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令和 3年 3月末日 現在　　
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TEL 0594-32-3135

アート塗装 －2401無個

塗１
三重県桑名市赤尾台４－１１－１〒511-0935

山中　正浩018539

TEL 0594-29-2010

堀田建築 －2401無個

建１
三重県桑名市下深谷部２４８４〒511-0808

堀田　高美018540

TEL 0594-78-1339

稲見設備（株） 9,990 －2401無法

管１消１
三重県いなべ市大安町石榑下２２６－１５〒511-0276

稲見　秀司018541

TEL 080-1612-6492

（株）桑名信和 10,000 －2401無法

と１解１
三重県桑名市大字小泉１４７－２〒511-0837

平野　進二018542

TEL 0594-48-3510

大智住建 －2401無個

建１
三重県桑名市多度町戸津２６〒511-0103

内山　智洋018543

TEL 0594-23-4407

（有）鈴木工業 4,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県桑名市北魚町１０〒511-0024

鈴木　かおり018544

TEL 0594-21-4504

（株）中部安全施設 10,000 －2401有法

土１と１電１鋼１塗１
三重県桑名市大字和泉４８９－１〒511-0838

渡邊　一史018546

TEL 0594-33-3777

（有）瀬古住建 3,000 －2401無法

建１
三重県桑名市大字友村１３０８－２〒511-0938

瀬古　貴夫018547

TEL 0594-24-4945

美建総業（有） 3,000 －2401有法

建１内１
三重県桑名市大字西方８９９〒511-0864

水谷　きく018550

TEL 0594-86-1235

（有）亀井電気工業 5,000 －2401無法

電１
三重県員弁郡東員町笹尾東２－２３－８〒511-0232

亀井　良信018552

TEL 0594-76-0550

三愛岐（株） 24,000 －2401無法

土１建２大２左２と２石１屋２管１鋼２筋２舗１し１板２ガ２塗２防２内２具２水１解１
三重県員弁郡東員町大字大木３９８１〒511-0244

齋藤　仁司018553

TEL 0567-68-2747

山田建築 －2401無個

建１
三重県桑名郡木曽岬町大字富田子８３－３〒498-0813

山田　弘一018554

TEL 059-390-0487

（有）アイエス設備工業 3,000 －2402無法

土１建１と１管１舗１し１水１解１
三重県四日市市北浜町１５－９－３〒510-0091

稲垣　朋宏018555
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TEL 0594-25-0627

（有）三晃美建 3,000 －2401有法

内１
三重県桑名市大字北別所１０８２－４７〒511-0819

松本　晃018556

TEL 0594-72-8875

（有）麻野機設 3,000 －2401無法

機１
三重県いなべ市北勢町其原５４－４〒511-0426

加藤　且徳018558

TEL 0594-45-1800

（有）田中塗装店 3,000 －2401無法

塗１
三重県桑名市長島町福吉８９８〒511-1137

田中　正利018561

TEL 0594-33-1580

誠和土木 －2401無個

土１と１石１舗１
三重県桑名市大字額田１０００－８３〒511-0911

伊藤　鏡太郎018563

TEL 0594-21-3076

諸戸アイサン建設（株） 10,000 －2401無法

建１
三重県桑名市桑名６６３〒511-0009

杉本　裕樹018564

TEL 0594-23-1294

三重ライニング（株） 10,000 －2401無法

管１
三重県桑名市大字太夫字西浦１８６－１〒511-0826

髙島　直子018566

TEL 0567-68-4526

（株）大達工務店 3,000 －2401無法

内１
三重県桑名郡木曽岬町大字三崎４８０－５〒498-0814

西野　達夫018568

TEL 059-327-5558

（有）豊成エンジニア 20,000 －2402無法

建２大２屋２電１管１タ２鋼２内２機１解１
三重県三重郡菰野町大字永井１８０－１〒510-1311

野崎　久弘018569

TEL 0594-48-4596

（有）アールアイ 3,000 －2401無法

内１
三重県桑名市多度町福永１８４〒511-0112

服部　弘之018570

TEL 0594-22-3640

インテリア建新 －2401無個

建１
三重県桑名市内堀１９〒511-0038

馬淵　勝之018571

TEL 0594-22-1778

（有）伊藤燃設 3,000 －2401有法

建１管１内１
三重県桑名市江場５０８－２〒511-0836

伊藤　彰英018572

TEL 0594-21-3330

（有）Ｊ・カンキョー中部 3,000 －2401無法

土１と１鋼１園１
三重県桑名市大字萱町１０〒511-0846

松尾　亮一郎018573

TEL 0594-74-3710

（株）ツーワンインテリア 5,000 －2401無法

内１
三重県いなべ市員弁町楚原６１５〒511-0202

二井　健018574



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

414頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-23-1405

町屋砂利（有） 5,800 －2401有法

土１
三重県桑名市内堀１１１〒511-0038

水谷　善幸018575

TEL 0594-76-9799

（有）フラワーホーム 3,000 －2401無法

建１
三重県員弁郡東員町大字山田１１５６〒511-0251

佐藤　和彦018576

TEL 0594-22-0484

（株）宮崎 10,000 －2401有法

建１
三重県桑名市堤原３７〒511-0072

宮崎　博樹018578

TEL 0594-21-6899

（有）リスクヘッジ 3,000 －2401有法

電１機１通１
三重県桑名市西金井字西谷５６０－１〒511-0922

佐藤　正信018579

TEL 0594-31-7228

ＩＮ塗装工業（株） 5,000 －2401無法

塗１
三重県桑名市筒尾２－１３－４〒511-0901

水谷　勇雄018583

TEL 0594-22-6200

（株）小島建設 20,000 －2401無法

建２
三重県桑名市伝馬町１０３〒511-0045

小島　隆018584

TEL 0594-74-2566

ウッディーアート －2401無個

建１
三重県いなべ市員弁町宇野２３１〒511-0206

太田　敦也018586

TEL 0594-24-9717

（有）貞真 3,000 －2401無法

園１
三重県桑名市大字福島９６９－１〒511-0002

伊藤　岳司018587

TEL 0594-46-6560

ＭＯＫＵＫＩＮＤＯ　ログハウス －2401有個

建１
三重県いなべ市藤原町市場４０７〒511-0511

東出　力018589

TEL 0594-21-1311

（株）大鋳 10,000 －2401有法

板１
三重県桑名市江場字貝戸５３１〒511-8510

大橋　興一018591

TEL 0594-29-2828

（株）桑友興業 30,000 －2401無法

建１
三重県桑名市枇杷島台１８〒511-0803

佐藤　友生018592

TEL 0594-24-8803

（株）サンエー企画 20,000 －2401有法

建１
三重県桑名市中央町５－２２－２〒511-0068

加藤　和代018595

TEL 0594-31-3851

（株）栗原薪行 5,000 －2401無法

と１
三重県桑名市大字赤尾５５２〒511-0934

伊藤　千穂018596



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

415頁

三重県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-76-8447

（有）三協ブーム 3,000 －2401無法

と１
三重県員弁郡東員町城山３－２０－５〒511-0233

伊藤　薫018597

TEL 0594-22-6677

諸戸アイサン住拓（株） 20,000 －2401有法

建２
三重県桑名市大字桑名６６３－１０８〒511-0009

恩田　正人018599

TEL 0594-22-7185

（株）六晃電気産業 20,000 －2401無法

電２管１機１通１消１
三重県桑名市大字繁松新田３１－２〒511-0824

水越　多加夫018600

TEL 0594-21-0988

（株）佐藤工務店 5,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県桑名市大字蓮花寺９１５－１〒511-0854

佐藤　浩018601

TEL 0567-68-1086

（有）愛盛ホーム 3,000 －2401無法

と１
三重県桑名郡木曽岬町加路戸１０８〒498-0801

石井　盛二018602

TEL 0594-82-5133

（有）グリーン建設ＫＫＣ 3,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県桑名市大字江場６５８〒511-0836

林　慶子018604

TEL 0594-41-1313

（株）アドバンス 10,000 －2401無法

大１と１鋼１筋１
三重県桑名市長島町又木１６４〒511-1126

大居　顕018605

TEL 0594-22-0771

丸三商事（株） 10,000 －2401有法

内１
三重県桑名市大字和泉八の割３９４－１〒511-0838

水谷　宗徳018606

TEL 0594-24-7546

（株）リフォームいとう 3,000 －2401無法

建１
三重県桑名市大字蓮花寺９７９－６３〒511-0854

伊藤　正英018608

TEL 0594-48-4333

（株）Ｊ’ ｓｍａｘ 5,000 －2401無法

塗１
三重県桑名市多度町美鹿５０５〒511-0121

城野　重和018610

TEL 0594-21-5429

栗田建築 －2401無個

建１
三重県桑名市大貝須１９２－１〒511-0848

栗田　重人018612

TEL 0594-76-3091

（株）イズミ 10,000 －2401有法

鋼１
三重県員弁郡東員町大字筑紫２６３－７〒511-0253

中村　理嗣018614

TEL 0594-33-6121

生活総合サービス（企） 5,000 －2401有法

土１内１
三重県桑名市下深谷部４７０６－２〒511-0808

中村　隆樹018615



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
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416頁
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TEL 0594-22-0783

（株）田中商店 10,000 －2401無法

土１建１鋼１
三重県桑名市大字大福３２１－１〒511-0834

田中　慎一018616

TEL 0594-32-8727

（有）室建築 5,000 －2401無法

建１
三重県桑名市大字友村４１４－４〒511-0938

室　健018618

TEL 0594-78-0868

（有）エス・ディ・エス 3,000 －2401無法

鋼１機１
三重県いなべ市大安町丹生川久下１４６２〒511-0263

出口　久雄018620

TEL 0594-48-3611

水谷鉄筋工業 －2401無個

筋１
三重県桑名市多度町小山１７９０－１〒511-0105

水谷　清高018621

TEL 0594-45-0890

（有）工務店サンアイ 3,000 －2401無法

大１
三重県桑名市長島町福吉６９１－１２５〒511-1137

權田　明018622

TEL 0594-29-3553

三重同愛建設（同） 30,000 －2401無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市大字下深谷部字貝戸９０７－１〒511-0808

森部　ゆかり018623

TEL 0594-49-3030

リョウケン（株） 5,000 －2401無法

内１
三重県桑名市多度町上之郷２１１１－２〒511-0113

伊藤　良太018624

TEL 0594-76-9658

稲津建築 －2401無個

大１
三重県員弁郡東員町城山２－２６－２３〒511-0233

稲津　隆司018626

TEL 0594-32-2326

（有）福井グラウト 3,000 －2401無法

塗１防１
三重県桑名市筒尾５－９－１７〒511-0901

福井　信太郎018630

TEL 0594-45-1050

田口管工 －2401無個

管１
三重県桑名市長島町福吉９６４〒511-1137

田口　重二018631

TEL 0594-21-1101

（株）清花園 10,000 －2401有法

園１
三重県桑名市大字増田字下惣作５１７－１〒511-0853

城田　英俊018632

TEL 0594-48-3477

石川建築 －2401無個

建１
三重県桑名市多度町古野１２９９〒511-0122

石川　勇018633

TEL 0594-33-6488

（有）ムーヴ・オン 8,000 －2401有法

舗１園１
三重県桑名市大字下深谷部２０６０〒511-0808

嶋田　典之018634



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

417頁
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TEL 0594-84-1195

渡辺外装（株） 6,000 －2401無法

タ１
三重県いなべ市員弁町西方７３４－２〒511-0225

渡辺　人浩018635

TEL 0594-84-7201

ビルドシステム（株） 10,000 －2401無法

建１と１管１内１
三重県桑名市江場１１８－６〒511-0836

中森　圭一018637

TEL 0594-72-8181

（株）いなべ工務店 5,000 －2401無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県いなべ市北勢町阿下喜６８６〒511-0428

後藤　守018638

TEL 0594-21-6511

（株）一中 30,000 －2401有法

と１
三重県桑名市大字江場字貝戸４９８－１〒511-0836

伊藤　彰敏018640

TEL 0594-76-9728

（株）善芯 2,000 －2401有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県員弁郡東員町大字大木６１６〒511-0244

水谷　善文018641

TEL 0594-48-5578

上田建築 －2401無個

建１
三重県桑名市多度町大鳥居９６－１〒511-0116

上田　博司018643

TEL 0594-76-0953

（株）ケーエムサービス 1,000 －2401無法

土１と１鋼１園１
三重県員弁郡東員町大字鳥取６３４－１１〒511-0241

道藤　一義018645

TEL 0594-22-7124

吉田建築 －2401無個

建１
三重県桑名市鍛冶町２６〒511-0047

吉田　光宏018646

TEL 0594-21-1163

坂本機械（株） 10,000 －2401有法

鋼１機１
三重県桑名市大字大貝須５６－２〒511-0848

坂本　慶太018647

TEL 0594-82-6881

（有）福西建設 5,000 －2401無法

土１と１
三重県桑名市大字東方３０２６〒511-0811

荒牧　寛人018650

TEL 0594-24-3946

（有）しばた装研 30,000 －2401有法

建１塗１防１内１
三重県桑名市大字額田３６８－２〒511-0911

小菅　重成018651

TEL 0594-77-1891

中山建設 －2401無個

土１と１管１舗１
三重県いなべ市大安町南金井３０２〒511-0283

中山　幸夫018652

TEL 0594-32-7553

永幸堂 －2401無個

建１内１
三重県桑名市友村１１２０－２〒511-0938

岩永　政幸018653



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
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TEL 0594-84-6082

中京冷熱（株） 10,000 －2401無法

管１
三重県員弁郡東員町城山１－３３－６〒511-0233

高田　光雄018658

TEL 0594-42-1778

川村建築 －2401無個

建１
三重県桑名市長島町西外面２１９２－４〒511-1134

川村　直人018659

TEL 0594-21-2035

（有）ナベツネ 10,000 －2401有法

建１大１屋１管１タ１内１
三重県桑名市大字江場５８７〒511-0836

伊藤　継次018660

TEL 0594-29-3224

昭建工業（株） 1,000 －2401無法

と１
三重県桑名市大字下深谷部５０－１０〒511-0808

伊藤　昭文018661

TEL 0594-74-2827

清水建材（有） 3,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県いなべ市員弁町東一色５７６〒511-0215

清水　成義018663

TEL 0594-73-0086

（株）隆豊工業 1,000 －2401無法

管１
三重県桑名市一色町８１－１１〒511-0046

樋口　浩隆018664

TEL 0594-48-2281

平野建築 －2401無個

建１
三重県桑名市多度町多度８６３－４〒511-0106

平野　史郎018665

TEL 0594-29-2390

長良通商（株） 30,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市大字下深谷部４１５－１〒511-0808

坂野　孝子018668

TEL 0594-21-8087

大三クレーンリース（株） 5,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県桑名市太一丸１５－１〒511-0005

伊藤　憲治018669

TEL 0594-76-0305

平和工業（株） 5,000 －2401無法

鋼１
三重県員弁郡東員町大字瀬古泉１４４－１〒511-0252

伊藤　裕二018670

TEL 0594-87-5012

（株）匠熔接工業 5,000 －2401無法

管１機１
三重県員弁郡東員町大字瀬古泉４３１〒511-0252

西野　勝利018671

TEL 0594-41-0330

（有）大公潜研 5,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県桑名市長島町大倉１７－５〒511-1112

山川　敦018673

TEL 0594-84-6555

（株）エコ・ファースト 10,000 －2401無法

建１
三重県桑名市野田６－９－１４〒511-0904

河原　達政018674
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TEL 0594-22-8975

（株）兼松造園 3,000 －2401有法

土１と１園１
三重県桑名市大字蓮花寺８３０〒511-0854

松井　和也018675

TEL 0594-48-3839

家作店　辰屋 －2401無個

建１
三重県桑名市多度町福永１６２５〒511-0112

戸谷　竜也018676

TEL 0594-84-6371

水工房ハットリ（株） 9,990 －2401無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市長島町押付３０２〒511-1113

服部　剛志018677

TEL 0594-21-7086

三光園 －2401無個

園１
三重県桑名市大字蓮花寺８０８〒511-0854

星野　光治018678

TEL 0594-76-3210

（株）東鈴建設 5,000 －2401無法

大１
三重県員弁郡東員町大字六把野新田４９４〒511-0242

伊藤　利幸018680

TEL 0594-22-7400

（株）村田建築 5,000 －2401無法

建１
三重県桑名市大字立田町１４３〒511-0842

村田　久也018682

TEL 0594-24-3200

エスケー電気工事（株） 6,000 －2401有法

電１消１
三重県桑名市大字東方字尾弓田３０５４〒511-0811

黒田　茂章018685

TEL 0594-27-1666

（株）ケイテックサービス 8,000 －2401有法

消１
三重県桑名市西汰上３２９〒511-0807

加藤　正樹018686

TEL 0594-49-2712

（株）タカオ設備 5,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市多度町多度８５３〒511-0106

大屋　貴雄018687

TEL 0594-32-0899

（株）タカ設備工業 5,000 －2401無法

管１
三重県桑名市大字芳ヶ崎１０５６－１〒511-0944

後藤　崇018688

TEL 0594-23-2234

（株）六曜舎 1,000 －2401有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県桑名市大字小貝須２０６０〒511-0841

早見　祥子018691

TEL 0594-88-5220

（株）ＫＹＫ 10,000 －2401有法

建１
三重県桑名市新西方５－３８１〒511-0863

川井　幸三018692

TEL 0594-22-6211

寿建設（株） 10,000 －2401無法

土１と１舗１
三重県桑名市大字小貝須７９３〒511-0841

加藤　圭介018698
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-21-0750

建築工房ミズノ －2401有個

建１と１
三重県桑名市宝殿町１９〒511-0013

水野　悟018699

TEL 0594-72-3553

（株）水元建築板金 3,000 －2401無法

屋１板１
三重県いなべ市北勢町阿下喜２１００－２〒511-0428

水元　宗二018701

TEL 0594-21-1486

（有）ミズタニ電気 3,000 －2401無法

電１
三重県桑名市大字江場８１６－１〒511-0836

水谷　康広018702

TEL 0594-24-8886

（株）真宮 5,160 －2401有法

建１大１
三重県桑名市大字小貝須字二番割１０５０－８〒511-0841

遠藤　真018703

TEL 0594-29-1005

（株）興和建築 5,000 －2401無法

建１大１屋１内１
三重県桑名市枇杷島台６８－２〒511-0803

坪井　一裕018704

TEL 0594-42-0123

イー・ホーム（株） 1,000 －2401無法

建１
三重県桑名市長島町押付５３４－１７〒511-1113

伊藤　直孔018705

TEL 0594-78-3204

冨田工務店 －2401無個

土１建１大１と１内１園１
三重県いなべ市大安町宇賀９２１－２〒511-0286

冨田　唱悟018706

TEL 0594-21-5121

ＳＯＡＲＥ（株） 10,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県桑名市太夫２１１－２〒511-0826

杉山　拓一郎018707

TEL 0594-25-8778

（有）ニーズホーム 3,000 －2401有法

建１
三重県桑名市江場１３９０〒511-0836

服部　明美018708

TEL 0594-76-9339

（有）エスアイ総合 3,000 －2401無法

土１と１
三重県員弁郡東員町南大社６３７－２〒511-0256

家木　繁人018709

TEL 0594-24-2955

（株）カトウ建装 3,000 －2401無法

塗１
三重県桑名市寿町１－１５　ラ・ポルテ桑名駅前７０５〒511-0061

加藤　勝久018710

TEL 0594-21-9660

ホクセイ（株） 96,000 －2401有法

管１
三重県桑名市大字江場３－１１８－２６〒511-0836

伊藤　佳代子018711

TEL 0594-48-5763

（株）那須緑化 5,000 －2401無法

と１
三重県桑名市多度町上之郷７５５－１〒511-0113

那須　勝利018712



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

421頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-329-6552

（株）サコス 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市山城町大字西大谷７５８－１〒512-8048

髙木　智昭018713

TEL 0594-24-4641

柳川設備 －2401無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県桑名市大字江場１８０２－２〒511-0836

柳川　武洋018714

TEL 0594-84-1230

（有）八起 3,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県いなべ市員弁町石仏２０２０－２〒511-0204

日紫喜　かおり018715

TEL 0594-87-5262

（株）大幸 10,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県桑名市大字和泉４９７－１〒511-0838

伊藤　沙貴子018717

TEL 0594-78-2145

小林建築板金工業 －2401有個

建１屋１板１
三重県いなべ市大安町宇賀新田２３８－１〒511-0285

小林　章018718

TEL 0594-78-4778

ヒカリ電気土木（株） 5,000 －2401無法

土１と１電１鋼１舗１消１
三重県いなべ市大安町石榑東１０３４〒511-0264

岩花　伸夫018722

TEL 0594-74-4987

（株）ＭＳＫ 1,000 －2401無法

と１
三重県いなべ市員弁町楚原１３８３－７〒511-0202

伊藤　豊018728

TEL 0594-88-5503

（株）ロッセ 10,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市大字和泉２８４－１〒511-0838

廣瀬　智祥018729

TEL 0594-84-6668

（株）デグチ塗装 5,000 －2401無法

塗１防１
三重県いなべ市大安町平塚１７〒511-0273

出口　尊盛018730

TEL 0594-48-3100

（株）平野電工社 5,000 －2401無法

電１管１
三重県桑名市多度町香取４２４－１〒511-0102

平野　一典018732

TEL 0594-77-2050

（株）マルミ工業 10,000 －2401有法

建１大１
三重県いなべ市大安町南金井字向野３２２６－１７〒511-0283

味岡　真之018734

TEL 0594-22-4521

（株）ナヤデン 15,000 －2401有法

電１
三重県桑名市中央町３－６６〒511-0068

栗田　祐輔018735

TEL 0594-76-6828

（株）土岐瓦店 1,000 －2401無法

屋１
三重県員弁郡東員町笹尾東４－１５－４〒511-0232

土岐　信幸018736



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

422頁

三重県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-72-3306

（合）横田工業 1,000 －2401無法

鋼１
三重県いなべ市北勢町阿下喜２２６－６〒511-0428

横田　哲也018737

TEL 0594-87-7766

（株）ショーエイファシリティー 5,000 －2401無法

管１
三重県いなべ市大安町梅戸３６０５〒511-0284

澤田　章018738

TEL 0594-22-1319

（株）能登谷商店 10,000 －2401有法

と１管１機１
三重県桑名市相川町３８－３〒511-0052

能登谷　忠尚018739

TEL 0594-87-5524

（株）エーエル 100 －2401無法

板１
三重県桑名市長島町大倉１－２９７〒511-1112

新井　智也018740

TEL 0594-25-1001

（株）髙橋産業 3,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県桑名市大字能部１３２７－１〒511-0931

髙橋　忠裕018741

TEL 0594-76-9979

Ｋｓ加藤設備 －2401無個

管１
三重県員弁郡東員町大字穴太１６５９－２９〒511-0243

加藤　靖史018742

TEL 0594-87-7770

長良通運（株） 70,020 －2401有法

土１と１舗１し１水１
三重県桑名市東汰上９５０－２〒511-0806

藤村　幹男018744

TEL 0594-22-8900

竹中　栄唱 －2401無個

と１解１
三重県桑名市稗田３８３〒511-0852

竹中　栄唱018747

TEL 0594-72-5852

一木溶接工業（株） 2,000 －2401無法

鋼１
三重県いなべ市北勢町川原８８７〒511-0401

一木　文昭018753

TEL 0594-77-1566

（株）水谷興業 5,000 －2401無法

と１管１機１解１
三重県いなべ市大安町大泉４４５－１３〒511-0282

水谷　司018754

TEL 0594-48-3922

本間建築（株） 500 －2401無法

内１
三重県桑名市多度町柚井１１３〒511-0101

本間　忠男018756

TEL 0594-73-2608

（株）匠叶電機工業 5,000 －2401無法

電１
三重県桑名市大字安永１３５７－１〒511-0839

後藤　之宏018757

TEL 0594-25-0038

フロンティア －2401無個

内１
三重県桑名市高塚町４－１９－３〒511-0818

飯田　高広018758



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

423頁

三重県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-78-3930

ＵＫＫ（株） 5,000 －2401無法

と１解１
三重県いなべ市大安町平塚４７６－１７〒511-0273

宇藤　照美018759

TEL 0594-76-8279

花徳土建 －2401無個

土１と１石１管１鋼１筋１舗１し１塗１園１水１
三重県員弁郡東員町笹尾東３－１８－７〒511-0232

中村　恭巳018760

TEL 0594-41-5438

（株）近藤総建 9,000 －2401無法

と１
三重県桑名市東正和台３－７－１４〒511-0932

近藤　美仁018761

TEL 0594-29-3073

（株）高木建設 10,000 －2401無法

土１
三重県桑名市大字上深谷部５７５－１〒511-0809

髙木　敏之018762

TEL 0594-24-3107

（株）安藤商会 3,000 －2401有法

消１
三重県桑名市大字稗田６８６〒511-0852

安藤　直樹018763

TEL 0594-27-1155

プランイノベーション（株） 9,000 －2401無法

通１
三重県桑名市参宮通３２－１〒511-0007

伊藤　陽介018765

TEL 0594-21-1230

エクステリアスタジオ和 －2401無個

と１
三重県桑名市大字蓮花寺８２５－３〒511-0854

菊池　和江018767

TEL 0594-33-6566

親栄設備工業（株） 10,000 －2401無法

管１
三重県桑名市大字今島１８０４〒511-0801

桑原　哲身018768

TEL 0594-84-6822

エコ建創 －2401無個

建１大１左１石１タ１塗１防１内１
三重県桑名市多度町御衣野２７０〒511-0118

野中　了介018772

TEL 0594-84-7527

（株）ウッドシップ 3,000 －2401有法

建１
三重県桑名市新矢田１－３１〒511-0069

舩橋　圭三018773

TEL 0594-73-5093

（株）丸々 5,000 －2401無法

内１
三重県桑名市大字西別所１５４０－５〒511-0851

鳥丸　広美018774

TEL 0594-41-2425

（株）大島水道 10,000 －2401無法

土１と１管１鋼１舗１水１
三重県桑名市大字江場１１８－８〒511-0836

大島　元秀018775

TEL 0594-25-8820

（株）大貴 5,000 －2401無法

建１大１
三重県桑名市大字小貝須１１８－２〒511-0841

鈴木　貴士018776



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

424頁
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TEL 0594-87-5092

スフィーダ（株） 3,000 －2401無法

電１
三重県員弁郡東員町大字大木１６７５－３〒511-0244

三﨑　領太018777

TEL 0594-72-6518

（株）藤神 250 －2401無法

電１
三重県いなべ市北勢町中山３２０－２〒511-0433

田中　藤男018779

TEL 0594-87-7032

総合建築浦上（株） 1,000 －2401有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県桑名市大字今島字江向１８１８〒511-0801

浦上　佳央018780

TEL 0594-37-7577

菊野建設（株） 20,000 －2401無法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗１し１板２ガ２塗２防２内２絶２具２水１解２
三重県いなべ市大安町鍋坂２４６８－９〒511-0821

菊野　守彦018781

TEL 0594-46-5250

ワカイ電工 －2401無個

電１
三重県いなべ市藤原町上相場８４８－３〒511-0502

若井　良樹018782

TEL 0594-21-4319

（有）水谷熔接 3,000 －2401無法

鋼１
三重県桑名市大字小貝須１８９９－３〒511-0841

水谷　秀樹018783

TEL 0594-25-1654

（株）三旺興業 5,000 －2401無法

と１
三重県桑名市大字稗田３６９－４〒511-0852

杉山　裕生018784

TEL 0594-32-5006

（株）矢野ワークス 3,000 －2401無法

電１管１
三重県桑名市星見ヶ丘２－３０５〒511-0912

矢野　寛018785

TEL 0594-77-0093

（有）コンストホーム 5,000 －2401無法

建１
三重県いなべ市大安町大井田２０２８－２〒511-0274

石川　勝也018786

TEL 0594-76-8481

岡田技工 －2401無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県員弁郡東員町大字大木２６０５〒511-0244

岡田　功治018787

TEL 0594-23-5178

松井建築 －2401無個

建１大１屋１タ１内１
三重県桑名市大字蓮花寺３０４〒511-0854

松井　靖史018788

TEL 0594-46-2338

（合）五光機工 5,000 －2401無法

機１
三重県いなべ市藤原町東禅寺５８５－３〒511-0515

小林　剛018789

TEL 0594-45-0043

（株）オカダシステム 1,000 －2401無法

消１
三重県桑名市長島町福吉２４７－２４〒511-1137

岡田　雅昭018790
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TEL 0594-76-4908

（株）いとう塗装 5,000 －2401無法

塗１
三重県員弁郡東員町大字六把野新田２３４－６〒511-0242

伊藤　秀幸018791

TEL 0594-82-7075

（株）Ｅ’ ｃｏｎ 3,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市大字森忠１８２８－１〒511-0943

堀田　英志018792

TEL 059-336-5988

（株）栄興産業 10,000 －2402有法

と１解１
三重県三重郡川越町大字北福崎５５－１〒510-8125

平野　眞知子018793

TEL 0594-42-2056

（株）誠工 7,000 －2401有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県桑名市長島町駒江４０〒511-1144

堀　誠一朗018794

TEL 0594-27-5313

（株）福井装研 1,000 －2401無法

塗１防１
三重県桑名市藤が丘７－５０２－３〒511-0865

福井　直行018795

TEL 0594-32-7097

吉岡設備（株） 5,000 －2401無法

管１
三重県桑名市陽だまりの丘２－１８１３〒511-0867

吉岡　巧018796

TEL 0567-69-1632

アイエムテック（株） 5,000 －2401有法

機１
三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地４－１〒498-0807

伊藤　貢018797

TEL 0594-45-8577

ＡＭＥＸ東海（株） 8,000 －2401無法

と１解１
三重県桑名市長島町福豊８０２〒511-1132

中島　豊018798

TEL 0594-73-2294

スズキペイント －2401無個

塗１
三重県員弁郡東員町大字大木２２８５－１〒511-0244

鈴木　龍二018799

TEL 0594-46-3516

（株）ふじた大工匠 5,000 －2401無法

建１
三重県いなべ市藤原町山口２０４５〒511-0524

藤田　大018800

TEL 0594-21-1422

（株）新光堂 10,000 －2401無法

具１
三重県桑名市新屋敷１０１〒511-0043

佐藤　正明018803

TEL 0594-42-5639

（有）ゴトウ建装 3,000 －2401無法

板１
三重県桑名市長島町大倉１７－５５〒511-1112

五嶋　博之018804

TEL 0594-73-5828

大昭（株） 5,000 －2401無法

と１
三重県桑名市川崎町４９〒511-0802

大塚　一018805
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-76-1633

（株）トーエイ 5,000 －2401無法

管１
三重県員弁郡東員町大字長深２５３６〒511-0255

稲見　俊平018806

TEL 0594-32-4114

（有）ぼせきの店石庄 5,000 －2401有法

石１
三重県桑名市大仲新田宮前１８２－７〒511-0947

井本　比呂志018807

TEL 0594-74-5007

（株）サンライト 3,000 －2401無法

塗１
三重県いなべ市員弁町上笠田１９０３－１〒511-0207

太田　麻帆018808

TEL 0594-21-7511

（株）北勢リビック 1,000 －2401無法

解１
三重県桑名市福島９３６〒511-0002

橋本　浩018809

TEL 0594-23-3123

片山築炉工業（株） 10,000 －2401無法

管１
三重県桑名市大字和泉６８４〒511-0838

片山　たみゑ018810

TEL 0594-74-5908

北勢建装 －2401無個

大１
三重県いなべ市員弁町上笠田２６０３－１〒511-0207

秋山　克利018811

TEL 0594-22-6664

東明電機工業（株） 10,000 －2401無法

電１
三重県桑名市稗田５８７〒511-0852

長谷川　秋義018812

TEL 0594-22-1155

（有）寺田商店 8,000 －2401有法

解１
三重県桑名市明正通１－５６５〒511-0823

黒田　正義018813

TEL 0594-73-2868

駒工（株） 5,000 －2401無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県員弁郡東員町笹尾西２－２９－６〒511-0231

駒田　康司018814

TEL 0594-31-9111

（株）らいらく企画 1,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市大字坂井９１２－９〒511-0811

石原　仁司018815

TEL 0594-88-5346

安田左官工業（株） 500 －2401無法

左１と１
三重県桑名市大字上深谷部１３０３－３〒511-0809

安田　京介018816

TEL 0594-84-7301

（株）真建 5,000 －2401無法

建１
三重県員弁郡東員町大字穴太６８１－１〒511-0243

服部　真吾018817

TEL 0594-23-6793

（株）エフジェー 5,000 －2401無法

と１
三重県桑名市大字小貝須３５１－３６〒511-0841

藤村　浩史018818
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TEL 0567-66-3955

（株）すまいる 1,000 －2401無法

と１塗１
三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地３２－３〒498-0807

石井　猛018819

TEL 0594-24-5288

（株）加藤工業 5,000 －2401無法

と１
三重県桑名市大字江場１１８－３４〒511-0836

加藤　美和018820

TEL 0594-29-2034

（株）ＳＥＥＤｓ 10,000 －2401有法

と１解１
三重県桑名市下深谷部７１０－３〒511-0808

大橋　昌胤018821

TEL 0594-31-8431

（株）木村組 5,000 －2401無法

左１
三重県桑名市西正和台５－１１－１〒511-0933

木村　将之018822

TEL 0594-41-5888

（株）伊丹興業 5,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県いなべ市北勢町東村１３９３－７〒511-0432

伊丹　信介018823

TEL 0594-37-3687

（株）将建 5,000 －2401無法

と１
三重県いなべ市北勢町阿下喜２０１０〒511-0428

堀尾　将也018824

TEL 0594-72-4118

大栄電気工業所 －2401無個

電１
三重県いなべ市北勢町麻生田２７０４－１〒511-0427

伴　裕二018825

TEL 0594-84-7643

（株）オフィスハヤカワ 10 －2401無法

土１と１
三重県桑名市有楽町４１－２〒511-0079

早川　義巳018827

TEL 0594-22-7498

（有）川合電機 3,000 －2401無法

電１
三重県桑名市新町１７〒511-0048

佐藤　弘哉018828

TEL 0594-49-5222

（株）藤電気設備 3,000 －2401無法

電１消１
三重県桑名市下深谷部２１０８〒511-0808

伊藤　宏018829

TEL 0594-31-4447

（株）Ｋ＆Ｋコーポレーション 5,000 －2401無法

土１建１と１舗１
三重県桑名市西正和台１－９－１５〒511-0933

久保　正則018833

TEL 0594-77-1038

（有）佐野技建興業 3,000 －2401無法

と１
三重県いなべ市大安町梅戸２２４－２〒511-0284

佐野　榮二018834

TEL 0594-31-2676

桑名ホームガス（株） 10,000 －2401有法

管１
三重県桑名市能部８１８〒511-0931

小栗　貴博018835
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TEL 0594-29-2855

中部綜建（株） 1,000 －2401有法

内１
三重県桑名市下深谷部４７０６－２〒511-0808

中川　直紀018837

TEL 0567-67-6689

（株）白石設備 5,000 －2401無法

管１
三重県桑名郡木曽岬町大字加路戸９１－８〒498-0801

白石　雅久018838

TEL 0594-72-8388

（有）フォレスト・コーポレーション 5,000 －2401無法

電１
三重県いなべ市北勢町下平１８６２－３〒511-0418

林　浩史018839

TEL 0594-23-8855

（株）紀ノ国屋 3,000 －2401無法

塗１防１
三重県桑名市大字東方２１７６－１４〒511-0811

内藤　哲018840

TEL 059-340-3112

（株）ニイミ 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市西富田３－６－９－３〒510-8023

新美　由佳018842

TEL 0594-86-2700

（有）光設備工業 3,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県員弁郡東員町北大社７１２－１〒511-0257

中村　健光018843

TEL 0594-37-2077

一（株） 5,000 －2401無法

防１
三重県桑名市多度町柚井１３４０－１〒511-0101

伊藤　智仁018844

TEL 0594-73-7061

（株）水谷建工 5,000 －2401無法

と１
三重県桑名市大字額田２４２－５〒511-0911

水谷　友哉018845

TEL 0567-69-6975

（有）亀和組鋼業 3,000 －2401有法

鋼１機１
三重県桑名郡木曽岬町大字和富５－７〒498-0823

谷岡　成人018846

TEL 0567-69-6947

（有）キワテック 5,000 －2401無法

機１
三重県桑名郡木曽岬町大字和富５－７〒498-0823

谷岡　文太018847

TEL 0594-25-2533

エネゾウサポート（株） 7,000 －2401無法

電１
三重県桑名市立田町２０〒511-0842

伊東　歳三018848

TEL 0594-87-7702

（株）山下設備工業 500 －2401無法

土１管１
三重県員弁郡東員町笹尾西３－１１－１９〒511-0231

山下　直樹018849

TEL 0594-21-9855

（株）林熔接 1,000 －2401無法

鋼１
三重県桑名市江場６２１－７〒511-0836

林　勉018850



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

429頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-32-8625

（株）創巧電設 5,000 －2401無法

電１
三重県桑名市赤尾台５－１－９〒511-0935

宮本　浩伸018851

TEL 0594-74-5102

（株）明北 10 －2401無法

絶１
三重県いなべ市員弁町畑新田３７７－１０〒511-0203

髙尾　明018852

TEL 0594-24-3553

（株）ソーエー 10,000 －2401有法

し１
三重県桑名市大字大福字寺跡４５３－１〒511-0834

神農　和祥018853

TEL 0594-87-7733

ヒロ・ガーデン（株） 5,000 －2401無法

と１
三重県桑名市赤尾９９－６〒511-0934

小林　弘幸018854

TEL 0594-22-6582

（株）エム・システム 1,700 －2401無法

鋼１内１
三重県桑名市大字播磨７０８〒511-0862

水谷　吉則018858

TEL 0594-41-4708

（株）三電工 5,000 －2401無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県桑名市大字西別所５１３〒511-0851

鈴木　利幸018859

TEL 0594-84-6321

（株）あっとほーむパートナーズ 5,000 －2401有法

左１内１
三重県桑名市大字小貝須５０２－１〒511-0841

湯浅　英雄018860

TEL 0594-33-1575

（有）パシオン 3,000 －2401有法

塗１防１
三重県桑名市陽だまりの丘１－７０１〒511-0867

丹羽　功018861

TEL 0594-27-1547

（株）建テック 5,000 －2401有法

と１
三重県桑名市新西方４－２３２－１０〒511-0863

片山　典彦018862

TEL 0594-72-8623

（株）イトウ創建 3,000 －2401有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県いなべ市北勢町北中津原５３８〒511-0422

伊藤　久弥018863

TEL 0594-73-1996

（株）若松社寺 5,000 －2401無法

建１大１屋１タ１内１
三重県いなべ市員弁町松之木１２７〒511-0216

渡邉　健太018864

TEL 0594-86-0858

（有）ベトンテック 3,000 －2401有法

土１と１舗１
三重県員弁郡東員町大字中上２９１６－２〒511-0254

長谷川　昌弘018865

TEL 0567-55-9942

（株）洸工業 3,000 －2401無法

と１解１
三重県桑名郡木曽岬町大字和泉２８８－２〒498-0803

勝連　洸国018866
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TEL 090-1472-6652

光和電気工事 －2401無個

電１消１
三重県桑名市星川１３１－１〒511-0912

庭池　和好018867

TEL 080-2657-6553

和ホーム（株） 5,000 －2401無法

建１
三重県桑名市野田６－７－８〒511-0904

宮田　武博018868

TEL 090-2778-7957

ニイタカエンジニアリング －2401無個

防１
三重県桑名市大字五反田１２７６－１〒511-0946

二井　崇匡018869

TEL 090-2263-5761

ＴＭＫ（株） 2,000 －2401無法

と１
三重県桑名市長島町松ケ島７００－１７１〒511-1122

元永　泰斗018870

TEL 0594-82-7447

（株）夏川組 5,000 －2401無法

と１
三重県桑名市下深谷部字山ノ原３０１－１〒511-0808

夏川　直之018871

TEL 0594-73-5550

ハリマデンコー（株） 1,000 －2401無法

電１
三重県桑名市大字東方２２１８－１２７〒511-0811

林　祐介018872

TEL 0594-23-1765

桑名砂利（株） 10,000 －2401有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市大字矢田４２４－１１〒511-0821

ギュンドードゥ　アデ018873

TEL 0594-72-4540

（株）梶水道設備 5,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県いなべ市北勢町麻生田２８２７〒511-0427

梶　哲也018874

TEL 0594-87-5570

篠原ランドスケープ －2401無個

と１園１
三重県桑名市大字桑部３２８５－２〒511-0923

大西　俊明018875

TEL 0594-87-6623

司工務 －2401有個

建１大１屋１内１
三重県いなべ市大安町梅戸１９１２－１〒511-0284

日沖　政司018876

TEL 0594-82-7570

（株）志直伸 1,000 －2401無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県員弁郡東員町大字中上１７３９－２〒511-0254

早川　伸子018877

TEL 0594-88-5750

（株）モリシタ設備 1,000 －2401無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市外堀９７－１〒511-0041

森下　智018878

TEL 0594-21-2355

おがわ商事（株） 11,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１板１水１解１
三重県桑名市大字東方西場様２２０１－２〒511-0811

水谷　郁世018879
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TEL 0594-48-2249

悠実工業 －2401無個

管１
三重県桑名市多度町南之郷１６０－５〒511-0115

鈴木　浩一郎018880

TEL 0594-87-5960

（株）オカモトテクニカルサービス 100 －2401無法

機１
三重県桑名市大字下深谷部４６８８－２〒511-0808

岡本　智芳018881

TEL 0594-21-3649

（株）Ｎ．Ｙ．Ｃ 1,000 －2401無法

と１解１
三重県桑名市大字播磨６２７〒511-0862

佐藤　浩輝018882

TEL 0594-48-7750

（株）ＴＳＭ 1,000 －2401無法

と１
三重県桑名市多度町大鳥居３３４－３〒511-0116

古川　哲也018883

TEL 0594-78-3118

イーホームアシスト －2401無個

屋１
三重県いなべ市大安町平塚１８２１－２〒511-0273

彌永　祐一郎018884

TEL 0594-84-6388

（株）鳶城組 5,000 －2401無法

と１
三重県員弁郡東員町大字大木１８４９－４〒511-0244

大城　義栄018885

TEL 0594-48-2655

立川塗装 －2401無個

塗１
三重県桑名市多度町柚井１４２５－１〒511-0101

立川　智和018886

TEL 0594-21-3331

フジタ鋼機（株） 3,000 －2401無法

土１と１鋼１
三重県桑名市大字福江７６〒511-0847

藤田　将臣018887

TEL 0594-42-2317

（株）ＮＳ工業 5,000 －2401有法

土１と１解１
三重県桑名市長島町杉江５６３－１〒511-1108

岩永　洋平018888

TEL 0594-48-4708

（有）くさなぎデザイン 3,000 －2401無法

鋼１
三重県桑名市多度町御衣野４４３５－２〒511-0118

平野　昌明018889

TEL 0594-37-2444

大和工務店 －2401無個

建１
三重県いなべ市藤原町下野尻４８－３〒511-0513

児玉　元太018890

TEL 0594-86-7017

（株）石原工務店 1,000 －2401無法

と１
三重県いなべ市員弁町北金井字北松之木１９３０－１〒511-0223

石原　弘貴018891

TEL 0594-42-0125

（有）石川材木店 3,000 －2401有法

建１
三重県桑名市長島町又木２４－３〒511-1126

石川　達也018892
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TEL 0594-31-8222

辻建工 －2401無個

ガ１内１具１
三重県桑名市赤尾台５－２５－１〒511-0935

辻　博文018893

TEL 0594-72-7331

（有）あつみ建築 3,000 －2401無法

建１大１屋１タ１内１
三重県いなべ市北勢町阿下喜２７６１－１〒511-0428

近藤　厚旨018894

TEL 0567-58-5701

（株）ＴＲＳ 1,000 －2401無法

と１筋１
三重県桑名郡木曽岬町大字白鷺５９８－３３８〒498-0815

仲村渠　久也018895

TEL 0594-21-5121

東和ハウス（株） 10,000 －2401無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県桑名市青葉町１－１７〒511-0817

杉山　健太郎018896

TEL 0594-73-0827

（株）Ｋ－ｃｌａｓｓ 5,000 －2401無法

と１
三重県桑名市大字五反田２３２５〒511-0946

前橋　和導018897

TEL 0594-48-3667

協友建設 －2401無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市多度町力尾２２９６－１〒511-0125

伊藤　昭彦018898

TEL 0594-25-3568

（株）ＹＷＣ 1,000 －2401無法

鋼１
三重県桑名市大字福地５５－３〒511-0845

安田　多佳男018899

TEL 0594-84-7497

（株）妹背工業 100 －2401無法

と１
三重県桑名市大字森忠１０３１－４〒511-0943

妹背　達哉018900

TEL 0594-22-0337

（株）水谷精機工作所 12,000 －2401有法

機１
三重県桑名市福島７５０〒511-0002

水谷　康朗018901

TEL 0594-48-6336

（株）ピースクリエイト 20,000 －2401有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県桑名市多度町北猪飼１３９３－２〒511-0123

佐藤　嘉章018902

TEL 0594-73-0017

つばさ －2401無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県桑名市松ノ木７丁目１７－１８〒511-0902

入山　信仁018903

TEL 0594-23-3115

（株）整備工場東海 12,000 －2401有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
三重県桑名市大字小泉３６５〒511-0837

林　政孝018904

TEL 0594-82-7066

（株）ＭａｔｓｕＭｕｒａ 2,000 －2401無法

と１
三重県桑名市長島町出口３１３レフィシアＡ２０３〒511-1142

松村　精也018905



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

433頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 05973-9-0817

（有）仲國建設 5,000 －2410無法

土１左１と１石１水１
三重県北牟婁郡紀北町矢口浦９１９〒519-3415

仲村　國夫019001

TEL 0597-35-0662

（有）太田工務店 3,500 －2410無法

土１建１解１
三重県北牟婁郡紀北町上里８９４－９〒519-3403

太田　博019003

TEL 05973-5-0739

（株）竹田建設 10,000 －2410無法

土１と１管１舗１水１解１
三重県北牟婁郡紀北町上里１２８〒519-3403

竹田　勝019004

TEL 05972-2-0575

（株）大西金物 5,000 －2410有法

鋼１
三重県尾鷲市矢浜四丁目６番６号〒519-3671

大西　征良019008

TEL 05972-3-0647

（有）東美建設 3,000 －2410無法

土１建１と１管１舗１し１塗１水１解１
三重県尾鷲市泉町３１－５〒519-3646

東　喜康019009

TEL 05972-2-0702

（株）野田塗装 10,000 －2410無法

土１建１と１鋼１塗１防１
三重県尾鷲市中川１４－３１〒519-3639

野田　知之019011

TEL 05972-7-3161

榎本水道 －2410有個

土１管１水１
三重県尾鷲市梶賀町３０５〒519-3923

榎本　秀安019012

TEL 05972-2-7696

（株）橋本組 20,000 －2410無法

土２と２石２電２鋼２舗２し２塗２機２水２解２
三重県尾鷲市中川３０番１０号〒519-3639

橋本　考也019017

TEL 0597-22-8860

（有）黒俊板金 3,000 －2410無法

屋１板１
三重県尾鷲市大字向井９－１〒519-3625

黒　智成019020

TEL 05974-7-5318

東塗装 －2410無個

塗１防１
三重県北牟婁郡紀北町東長島６４１－１３〒519-3204

東　完一019021

TEL 0598-52-3311

（株）ホリウチ 20,000 －2406有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県松阪市若葉町８６－４〒515-0014

堀内　正洋019028

TEL 0597-23-0970

丸京建設 －2410無個

建１
三重県尾鷲市尾鷲市矢浜２丁目１０－１７〒519-3671

東　保史019031

TEL 0597-32-1616

（有）海山環境衛生 3,000 －2410有法

土１管１
三重県北牟婁郡紀北町相賀１９７－１２〒519-3406

森山　隆弘019032



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

434頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 05972-7-2038

（株）近藤鉄工 10,000 －2410有法

鋼１機１
三重県尾鷲市古江町７６２－５〒519-3922

近藤　吉徳019036

TEL 05972-2-6273

小出建築 －2410無個

建１
三重県尾鷲市泉町２３－３〒519-3646

小出　勉019038

TEL 0597-22-8720

（有）アクト 5,000 －2410有法

土１と１管１舗１し１塗１水１解１
三重県尾鷲市倉ノ谷町７－３７〒519-3658

世古　由美子019040

TEL 05972-2-2433

（株）アサヒ住宅 68,000 －2410有法

土１建２と１石１鋼１舗１水１
三重県尾鷲市南陽町９－３７〒519-3614

山下　雅史019042

TEL 05972-2-7261

（有）樋口建築 5,000 －2410有法

建１大１
三重県尾鷲市中川３０－１〒519-3639

樋口　伸次019045

TEL 0597-32-2811

（株）井谷建築 3,000 －2410無法

建１電１
三重県北牟婁郡紀北町相賀１１３３－４〒519-3406

井谷　雅史019047

TEL 05972-2-4001

中西建設 －2410無個

大１
三重県尾鷲市光ケ丘１４－５〒519-3637

中西　右019049

TEL 05972-2-3482

（有）紀洲クレーン 4,000 －2410有法

と１
三重県尾鷲市矢浜１－６－２５〒519-3671

世古　真司019050

TEL 05973-6-1708

レイダンミヤマ －2410無個

管１
三重県北牟婁郡紀北町中里２４３〒519-3404

直江　吉記019055

TEL 05972-2-9104

川将建設 －2410無個

建１
三重県尾鷲市大字向井２３５－１〒519-3625

川口　明司019057

TEL 05974-7-1718

樋口建設 －2410無個

土１と１
三重県北牟婁郡紀北町長島４２６－５〒519-3205

樋口　輝夫019058

TEL 0597-89-3812

中本通信 －2411無個

通１
三重県熊野市木本町３－３６〒519-4323

中本　和秀019066

TEL 05972-7-3559

小川鋼業 －2410無個

筋１
三重県尾鷲市賀田町４９８－４〒519-3921

小川　司019069



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

435頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 05973-9-0272

仲村建築 －2410無個

建１大１
三重県北牟婁郡紀北町矢口浦２９３－５〒519-3415

仲村　一春019075

TEL 0597-22-8081

（株）鈴木建設 5,000 －2410無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県尾鷲市栄町７－７〒519-3618

鈴木　純一019087

TEL 05974-7-0689

中村設計施工 －2410無個

建１大１
三重県北牟婁郡紀北町東長島６３１－５〒519-3204

中村　宗男019090

TEL 0597-23-1230

尾鷲ヤードサービス（株） 20,000 －2410有法

と１鋼１
三重県尾鷲市矢浜４－２－５〒519-3671

岡　文彦019091

TEL 05974-7-4860

たくみ建築 －2410無個

建１
三重県北牟婁郡紀北町東長島５２７－６〒519-3204

小嶋　巧019096

TEL 05974-9-3701

中野建築 －2410無個

建１大１
三重県北牟婁郡紀北町三浦４８８〒519-3208

中野　成紀019097

TEL 0597-35-0160

（株）たかはし設備 5,000 －2410無法

土１管１
三重県北牟婁郡紀北町船津１０９５〒519-3405

髙階　泰樹019098

TEL 0597-35-0006

井土井鉄筋 －2410無個

筋１
三重県北牟婁郡紀北町船津１６１０〒519-3405

井土井　久邦019100

TEL 05974-7-0282

中須建設 －2410無個

土１と１管１舗１
三重県北牟婁郡紀北町東長島１９６４－２〒519-3204

中須　秀行019101

TEL 0597-23-2060

西川建設 －2410無個

土１建１と１石１管１舗１し１園１水１
三重県尾鷲市北浦西町１４３２〒519-3610

西川　守哉019105

TEL 05974-7-4352

一起電設 －2410無個

電１
三重県北牟婁郡紀北町長島３９４〒519-3205

宮原　公一019107

TEL 0598-74-0310

（有）大建 3,000 －2407無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県度会郡大紀町崎三座沖２４９７〒519-2802

大野　晴加019115

TEL 0597-22-3505

舟瀬設備 －2410無個

管１
三重県尾鷲市矢浜１－２７－１８〒519-3671

舟瀬　英二019119



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

436頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0597-36-1401

（有）水杉鉄筋 5,000 －2410無法

土１と１鋼１筋１舗１
三重県北牟婁郡紀北町上里１０６２－２〒519-3403

岩崎　大輔019120

TEL 0597-23-2562

（有）山本工業 3,000 －2410無法

機１
三重県尾鷲市光ヶ丘４－３６〒519-3637

山本　克明019121

TEL 0597-32-3105

八原板金 －2410無個

板１
三重県北牟婁郡紀北町相賀１４３－３６〒519-3406

八原　正洋019123

TEL 05974-7-3973

長井建築 －2410無個

建１
三重県北牟婁郡紀北町長島９５９－２〒519-3205

長井　邦彦019124

TEL 0597-36-1440

（株）島田工業 10,000 －2410有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県北牟婁郡紀北町船津２６１６〒519-3405

岡　初代019128

TEL 0597-22-9210

（株）ハヤミ重機 10,000 －2410有法

と１解１
三重県尾鷲市大字南浦２５５３－２〒519-3600

速水　正弘019131

TEL 0597-23-1823

型枠浜田 －2410無個

大１と１
三重県尾鷲市桂ケ丘９６－３〒519-3640

濵田　公生019132

TEL 0597-22-0447

岩本建設 －2410無個

大１と１
三重県尾鷲市北浦町１１ー４４〒519-3606

岩本　樹典019133

TEL 0597-22-9144

山崎塗装 －2410無個

塗１防１
三重県尾鷲市光ヶ丘１４－１５〒519-3637

山崎　宝019136

TEL 0597-32-0396

（株）紀北建設 5,000 －2410無法

土１と１解１
三重県北牟婁郡紀北町相賀２５７〒519-3406

藤村　拳019137

TEL 0597-22-0587

（株）小倉表具店 900 －2410有法

内１
三重県尾鷲市尾鷲市中村町３－４〒519-3616

小倉　章生019138

TEL 0597-23-8328

中世古工業（株） 300 －2410無法

管１機１
三重県尾鷲市中井町２－１２〒519-3605

福山　竜也019139

TEL 05974-72950

脇電気工事 －2410無個

電１
三重県北牟婁郡紀北町長島３４７－１７〒519-3205

脇　宗孝019140



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0597-22-8723

（有）古田電工 3,000 －2410無法

通１
三重県尾鷲市大字南浦１６７７－１〒519-3643

古田　幸生019144

TEL 0597-22-3730

（株）宮原総業 3,000 －2410無法

土１と１鋼１
三重県尾鷲市中川４－５５〒519-3639

宮原　知佐子019147

TEL 0597-22-2539

（株）紫宝創建 10,000 －2410有法

内１
三重県尾鷲市中村町２－２５〒519-3616

小倉　健司019148

TEL 0597-47-0475

（株）西村商店 5,000 －2410有法

管１
三重県北牟婁郡紀北町長島２０８６番地１５〒519-3205

西村　浩之019153

TEL 0597-22-8365

（株）森工務店 3,000 －2410有法

土１建１と１
三重県尾鷲市末広町４－３７〒519-3651

森　千賀子019154

TEL 0597-23-0036

西尾産業 －2410無個

管１鋼１
三重県尾鷲市三重県尾鷲市港町６－７〒519-3604

西尾　敬広019155

TEL 0597-32-1223

（株）塩谷組 50,000 －2410有法

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
三重県北牟婁郡紀北町相賀２９９－１〒519-3406

村田　和隆019156

TEL 0597-47-0874

恭信建設 －2410無個

土１
三重県北牟婁郡紀北町長島３７６－１０〒519-3205

宮野　恭子019157

TEL 0597-22-9575

（株）海東組 5,000 －2410有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県尾鷲市北浦西町３８４３－１６〒519-3610

東　知惠子019158

TEL 0597-23-2468

昭和環境管理（有） 5,000 －2410有法

管１
三重県尾鷲市矢浜４丁目５－１５〒519-3671

枡田　恭典019161

TEL 0597-22-7696

（株）ビオラ 10,000 －2410有法

土１建１と１
三重県尾鷲市中川３０番１０号〒519-3639

橋本　華子019162

TEL 0597-70-1126

（有）フリースタイル 5,000 －2411無法

電１通１
三重県熊野市井戸町４９６８〒519-4324

速水　謙太019163

TEL 0597-23-2107

尾鷲ひのきプレカット（同） 11,800 －2410有法

建１
三重県尾鷲市大字南浦字矢ノ川二ツ木屋２３２２－１〒519-3600

野中　徹019164



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 05979-2-3090

（株）眞建 40,000 －2411有法

土２建２と２石２鋼２筋２舗２し２水２解２
三重県南牟婁郡御浜町大字下市木４６４７－３４〒519-5203

小倉　眞左美019167

TEL 0597-22-4916

（株）世古重建 5,000 －2410無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県尾鷲市大字大曽根浦３５－２〒519-3623

世古　宏019168

TEL 0597-22-1371

（株）ブリッスモ 500 －2410有法

土１建１と１石１管１鋼１園１水１
三重県尾鷲市南陽町９－３２〒519-3614

小橋　美鈴019169

TEL 0597-39-0957

世古板金 －2410無個

板１
三重県北牟婁郡紀北町矢口浦３３３－１〒519-3415

世古　行充019170

TEL 0597-22-5378

ＯＫＡＳＡＫＵ工業 －2410無個

板１
三重県尾鷲市大字向井２３４〒519-3625

岡　耕作019171

TEL 0597-32-2001

水谷電気商会 －2410無個

電１
三重県北牟婁郡紀北町相賀３０１－８〒519-3406

西岡　修019173

TEL 0597-47-4313

（株）トーセイ 5,000 －2410無法

と１石１
三重県北牟婁郡紀北町長島２０３６〒519-3205

東　聖勝019176

TEL 0597-32-0489

原田左官 －2410無個

土１左１
三重県北牟婁郡紀北町引本浦５５４〒519-3413

原田　充也019177

TEL 0597-23-0612

上田建設 －2410無個

土１と１
三重県尾鷲市林町４－２１〒519-3612

上田　弘幸019178

TEL 0597-23-1329

川本通信 －2410無個

電１通１
三重県尾鷲市新田町４－４〒519-3638

川本　康司019179

TEL 0597-22-8744

（株）中村板金 5,000 －2410無法

板１
三重県尾鷲市光ヶ丘１８－２０〒519-3637

中村　好宏019180

TEL 0597-32-2674

（株）塩崎建築 5,000 －2410無法

建１
三重県北牟婁郡紀北町相賀１１８０－１〒519-3406

塩崎　昌一019182

TEL 0597-36-1353

尾鷲舗道（株） 20,000 －2410無法

土１と１舗１
三重県北牟婁郡紀北町船津２５１１〒519-3405

池田　義雄019183
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0597-22-1218

東冷機（株） 5,000 －2410無法

電１管１
三重県尾鷲市倉ノ谷町２６－４８〒519-3658

東　秀昭019184

TEL 0597-32-3535

（株）大翔工業 5,000 有2410有法

土１と１舗１解１
三重県北牟婁郡紀北町相賀８３０－５〒519-3406

岡　祐孝019186

TEL 0597-29-2113

天海総合設備 －2410有個

管１
三重県尾鷲市九鬼町９３３－２０〒519-3701

川口　真聡019187

TEL 0597-23-0284

（株）栗須総建 5,000 －2410無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県尾鷲市中川６－６〒519-3639

矢野　秀樹019188

TEL 0597-37-4161

栄板金 －2410無個

屋１板１
三重県北牟婁郡紀北町東長島２６２０－４〒519-3204

池畑　栄貴019189

TEL 0597-22-1701

テイーエヌ工業 －2410無個

機１
三重県尾鷲市中村町６－４７〒519-3616

上平　康弘019190

TEL 0597-23-1950

（株）桑原総業 1,000 －2410無法

土１と１解１
三重県尾鷲市坂場西町２７－２〒519-3666

桑原　司019191

TEL 0597-23-2730

山城工業 －2410無個

機１
三重県尾鷲市倉ノ谷町１４－４８〒519-3658

山城　智之019192

TEL 0597-47-5516

永井内装 －2410無個

内１
三重県北牟婁郡紀北町東長島７４－９〒519-3204

永井　信考019193

TEL 0597-27-3298

（株）Ｎワーク 5,000 －2410無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県尾鷲市賀田町４９９－１〒519-3921

仲　勇019194

TEL 0597-32-0977

貴田建設（株） 5,000 －2410無法

と１
三重県北牟婁郡紀北町相賀２０１－４７〒519-3406

貴田　豊019195

TEL 0597-35-0138

田中工業 －2410無個

機１
三重県北牟婁郡紀北町中里５７〒519-3404

田中　辰朗019196

TEL 059-237-2719

（有）共和工業 3,000 －2404無法

と１
三重県津市小舟５６６－５４〒514-0072

吉田　博彰019197
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0597-22-0325

石橋工業 －2410無個

絶１
三重県尾鷲市矢浜１－２－１５〒519-3671

石橋　主英019199

TEL 0597-47-1851

紀州創建 －2410無個

と１
三重県北牟婁郡紀北町長島４１４〒519-3205

平山　勝之019200

TEL 0597-22-8292

（株）畑中電工 5,000 －2410無法

電１通１
三重県尾鷲市光ヶ丘１８－８〒519-3637

畑中　義孝019201

TEL 0597-22-0989

（株）ナカムラ尾鷲 5,000 －2410無法

ガ１具１
三重県尾鷲市朝日町８－２４〒519-3611

中村　文俊019202

TEL 0597-37-4551

（株）髙橋コーポレーション 1,000 －2410無法

と１
三重県北牟婁郡紀北町相賀２５５－２〒519-3406

髙橋　梨沙019203

TEL 0597-32-3130

（株）ＨＡＭＡＤＡ 5,000 －2410無法

塗１
三重県北牟婁郡紀北町引本浦３５５〒519-3413

濵田　裕史019204

TEL 05978-3-0423

宮谷建築 －2411無個

建１
三重県熊野市五郷町寺谷１３４〒519-4673

宮谷　敬吾020002

TEL 05978-3-0044

（有）藪内住設店 3,000 －2411有法

土１管１水１
三重県熊野市五郷町寺谷西垣内７００－１〒519-4673

藪内　雅八020007

TEL 05978-9-0383

大岡電工 －2411無個

電１
三重県熊野市大泊町１８７－１０〒519-4322

大岡　光信020011

TEL 059-233-5551

（有）ビクテル 5,000 －2404有法

土１建１大１と１鋼１舗１塗１防１内１絶１水１解１
三重県津市白塚町５３０２－２ウエストヒルズ　４号室〒514-0101

手島　香織020014

TEL 05979-2-2892

山田水道 －2411無個

土１と１管１水１
三重県南牟婁郡御浜町阿田和２８１４－５〒519-5204

山田　昭治020018

TEL 05978-9-3796

松村塗装 －2411無個

塗１
三重県熊野市井戸町３６４６－２３〒519-4324

松村　進一020020

TEL 05979-2-4492

石垣水道 －2411無個

土１管１水１
三重県南牟婁郡御浜町下市木３４７０－２〒519-5203

石垣　文隆020026
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三重県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0735-32-1953

（有）ダテ襖・内装 3,000 －2411無法

内１
三重県南牟婁郡紀宝町井田２２７４－１〒519-5711

伊達　憲生020027

TEL 0597-89-0996

（有）岡﨑建築 3,000 －2411無法

建１
三重県熊野市久生屋町１０５７－１〒519-4326

岡﨑　博男020029

TEL 0735-22-4908

丸玉水道 －2411無個

土１と１管１水１
三重県南牟婁郡紀宝町成川６２２－９〒519-5713

玉置　一貴020031

TEL 0735-32-3284

栗山水道 －2411無個

管１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１００６－８〒519-5701

栗山　晋020032

TEL 05978-6-0272

大谷建築 －2411無個

建１
三重県熊野市新鹿町７８０－４〒519-4206

大谷　友晴020033

TEL 05979-84-0229

横平板金 －2411無個

板１
三重県熊野市飛鳥町大又８３ー２〒519-4561

横平　雄二020034

TEL 05979-3-1717

大和緑化（株） 20,000 －2411無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和３４２２－１〒519-5204

岩本　義久020036

TEL 0597-89-5791

三重くまの森林組合 11,110 －2411有法

土１
三重県熊野市久生屋町１３６８－２〒519-4326

前　貞憲020038

TEL 0735-32-3386

廣田建設 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町井田１８８８－１９〒519-5711

廣田　尚司020039

TEL 05978-4-0418

（株）榮重機 10,000 －2411無法

土１と１
三重県熊野市飛鳥町小阪４８－５〒519-4563

西村　学020042

TEL 0735-21-4080

小賀建築 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町成川３８６〒519-5713

小賀　章宏020044

TEL 0735-32-0696

（株）ナカミチ建機サービス 7,500 －2411有法

土１と１舗１解１
三重県南牟婁郡紀宝町神内１２６１－２〒519-5712

有城　功二020045

TEL 05978-9-4726

打屋建築 －2411無個

建１
三重県熊野市木本町１０９８－３〒519-4323

打屋　清志020047
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三重県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0735-34-0567

オクサコ塗装 －2411無個

塗１
三重県南牟婁郡紀宝町平尾井１１９２－１〒519-5833

奥峪　孝尚020048

TEL 05979-2-0056

（有）小林商店 3,000 －2411有法

土１と１電１管１
三重県南牟婁郡御浜町大字神木１９４３－２〒519-5201

河口　拓広020049

TEL 0735-34-0243

田代工業 －2411無個

建１管１鋼１
三重県南牟婁郡紀宝町大里２６１２〒519-5835

古屋敷　久020050

TEL 0597-84-0555

飛鳥土木（株） 200 －2411無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県熊野市飛鳥町小阪１０５－４〒519-4563

前川　長律020052

TEL 05979-3-1001

三和建材（株） 30,000 －2411有法

土１と１
三重県南牟婁郡御浜町志原１８３１－１０〒519-5202

有城　美代020055

TEL 0735-32-0651

下野塗装店 －2411無個

大１塗１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１２８９－２９〒519-5701

札場　勇020057

TEL 0597-85-3414

（有）紀南清掃衛生社 3,000 －2411有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県熊野市井戸町５４１－６〒519-4324

硎屋　孝郎020058

TEL 05979-3-0038

（有）三和サッシ店 3,000 －2411無法

と１ガ１具１
三重県南牟婁郡御浜町阿田和３７２９－１〒519-5204

有城　功徑020060

TEL 0735-21-6834

生駒造園 －2411無個

園１
三重県南牟婁郡紀宝町鮒田２９９〒519-5714

生駒　久020062

TEL 0735-32-0656

岸谷建築 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿２１５０－２８〒519-5701

岸谷　清志020063

TEL 0597-86-0076

浜中工務店 －2411無個

土１大１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県熊野市新鹿町１３５０－４〒519-4206

濱中　光020065

TEL 0735-22-8876

千葉水道 －2411無個

管１
三重県南牟婁郡紀宝町成川４４５－１〒519-5713

千葉　広020066

TEL 0597-89-2486

山本電気 －2411無個

電１
三重県熊野市有馬町７０９〒519-4325

山本　雄也020070
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三重県
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TEL 0735-32-1135

岩芳 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町井田１７８５－６〒519-5711

岩口　芳樹020073

TEL 0735-23-2671

椿本建設 －2411無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県南牟婁郡紀宝町成川４６９－２〒519-5713

椿本　健次020075

TEL 05979-2-0109

（有）冷水電氣 3,000 －2411無法

電１
三重県南牟婁郡御浜町大字志原６７５〒519-5202

冷水　教隻020076

TEL 0597-88-2901

西建設 －2411無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県熊野市木本町７０５－１〒519-4323

西　智也020077

TEL 05979-2-4400

克也住建 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡御浜町上市木２５０５－１〒519-5211

更家　克也020078

TEL 0735-22-7783

（株）ミフネ工業 6,000 －2411無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県南牟婁郡紀宝町北桧枝４３５－１〒519-5716

山口　由美020079

TEL 05979-2-1355

（株）ナカムラ 20,000 －2411無法

建１ガ１具１
三重県南牟婁郡御浜町大字志原２０２２－３〒519-5202

中村　武人020080

TEL 05979-2-3339

（株）工藤重機 2,000 －2411無法

土１と１
三重県南牟婁郡御浜町阿田和４９１１－９〒519-5204

工藤　勇020081

TEL 05979-2-4171

竹内工務店 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡御浜町大字志原１８０６－１５〒519-5202

竹内　和志020082

TEL 0735-32-2927

前田商行（株） 12,000 －2411有法

土１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿４５９－１〒519-5701

前田　章博020085

TEL 0735-32-3124

（有）久保冷熱 3,000 －2411無法

管１
三重県南牟婁郡紀宝町井田２０７３－１６〒519-5711

久保　幸司020087

TEL 05979-2-3556

（有）妙野 3,000 －2411無法

土１建１と１鋼１塗１内１具１水１解１
三重県南牟婁郡御浜町志原１９２０－２〒519-5202

山中　一朗020088

TEL 0597-85-2485

野地木材工業（株） 10,000 －2411有法

建１
三重県熊野市井戸町４１８５－１８〒519-4324

野地　洋正020090



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

444頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】
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（株）ナンセイ 10,000 －2411無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１０１１－８〒519-5701

尾崎　静夫020091

TEL 0735-32-1292

（有）久保工業 3,000 －2411無法

と１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿２２２３－１２８〒519-5701

久保　仁020092

TEL 0597-82-1220

下平組 －2411無個

土１と１石１鋼１水１
三重県熊野市育有町長井６１５〒519-4449

下平　唯吉020093

TEL 0597-85-4569

ヒデ建築 －2411無個

建１
三重県熊野市有馬町１４８６－１６〒519-4325

宇城　英史020094

TEL 0597-83-0935

本京建築 －2411無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県熊野市五郷町桃崎２８４－１〒519-4671

中本　恵二020095

TEL 05979-2-2849

山本大工 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡御浜町大字志原１２２５－１〒519-5202

山本　徹020096

TEL 05979-2-1997

（株）大川電気 5,000 －2411無法

電１
三重県南牟婁郡御浜町大字上市木２７４０－２〒519-5211

大川　洋文020097

TEL 0597-85-3779

山田建設 －2411無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県熊野市久生屋町１１５７〒519-4326

山田　さえみ020099

TEL 0597-89-1576

畑井建築 －2411無個

建１
三重県熊野市木本町２１５〒519-4323

畑井　信悟020100

TEL 0735-33-0010

（株）山口建設 20,000 －2411無法

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
三重県南牟婁郡紀宝町井田１４１４－１〒519-5711

尼嶋　勉020102

TEL 0597-82-0675

前川建築 －2411無個

建１
三重県熊野市神川町柳谷１３３〒519-4443

前川　淳也020103

TEL 05979-2-4780

（株）紀州土木 5,000 －2411無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県南牟婁郡御浜町上市木２５１０－１３〒519-5211

川口　勝020104

TEL 0597-85-3336

奥村建築 －2411無個

建１
三重県熊野市有馬町１４７５－１０〒519-4325

奥村　千種020105
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TEL 0597-89-1838

永年建築 －2411無個

建１
三重県熊野市木本町１１９１－２１〒519-4323

森本　永年020107

TEL 0597-89-3001

岳野建築 －2411無個

建１
三重県熊野市木本町７２６－２１〒519-4323

岳野　基親020109

TEL 05979-9-4145

フジタ塗装工業 －2411無個

塗１
三重県南牟婁郡御浜町下市木３５３０－３〒519-5203

藤田　信吾020111

TEL 0735-34-0741

ドッケン －2411無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県南牟婁郡紀宝町紀宝町大里１５２９〒519-5835

佐田　一誠020112

TEL 0597-85-3508

濵上建築 －2411無個

建１
三重県熊野市磯崎町７８４〒519-4321

濵上　典久020113

TEL 0735-32-3671

大森建築 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿２０３〒519-5701

大森　盛男020114

TEL 0597-89-5757

ミナト塗装 －2411無個

塗１
三重県熊野市金山町１２０６〒519-4327

栃尾　光二020115

TEL 05979-9-1875

尾崎建築 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡紀宝町神内１５３－２２〒519-5712

尾崎　友和020117

TEL 05979-3-0303

日本土木工業（株） 40,000 －2411無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県南牟婁郡御浜町大字引作１４１－５２〒519-5205

中野　周一020118

TEL 0735-32-0928

（株）弘富建設 5,000 －2411無法

土１左１と１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿８０６－７〒519-5701

阪本　富士男020119

TEL 0735-34-0353

芝圧送 －2411無個

と１
三重県南牟婁郡紀宝町井内字萩尾６１４－２〒519-5834

芝　紀代志020120

TEL 0735-22-6676

七滝建設 －2411無個

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１塗１水１
三重県南牟婁郡紀宝町成川１４８３－３〒519-5713

七瀧　和英020121

TEL 0597-89-0302

和楽（株） 5,000 －2411無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県熊野市有馬町４６４３－１〒519-4325

山本　良正020122
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TEL 0597-82-0052

共栄工業 －2411無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県熊野市神川町花知１１６－３〒519-4441

森村　榮一郎020123

TEL 0735-32-0878

貝田左官 －2411無個

土１左１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿２１９０－１５〒519-5701

貝田　康則020124

TEL 05979-3-1455

日本環境土木（株） 1,000 －2411無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和３４２２－１８〒519-5204

中平　あゆ020125

TEL 0597-85-3283

ホリ建設 －2411無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県熊野市大泊町７３〒519-4322

堀　至成020126

TEL 0597-89-1808

（株）渕上組 2,000 －2411有法

と１
三重県熊野市金山町６２０－２６〒519-4327

渕上　訓朗020127

TEL 0735-32-3405

（株）ｅースマイル 5,000 －2411無法

建１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿２０７３－５〒519-5701

笹谷　和弘020129

TEL 05979-2-0955

産屋敷鉄筋 －2411無個

筋１
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和５４２２－５〒519-5204

産屋敷　健一020130

TEL 0735-34-1123

イノキ防災 －2411無個

土１と１
三重県南牟婁郡紀宝町井内４２－２２〒519-5834

居軒　正博020131

TEL 0597-85-3545

栗原塗装店 －2411無個

塗１
三重県熊野市有馬町５１３７－３〒519-4325

栗原　智也020133

TEL 0597-89-2255

赤﨑屋根工事 －2411無個

屋１
三重県熊野市久生屋町７９５－２〒519-4326

赤﨑　智成020134

TEL 0597-89-4354

（株）夢創建 40,000 －2411無法

建１
三重県熊野市有馬町４７７－６〒519-4325

田端　稔充020135

TEL 05979-3-0012

シローズホーム －2411無個

土１建１
三重県南牟婁郡御浜町大字志原１８１９－９０〒519-5202

矢賀　史郎020136

TEL 0735-32-1381

みくまの装研 －2411無個

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿２１９９－１２〒519-5701

楠本　剛士020137
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スギヤマ緑地 －2411無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１
三重県南牟婁郡御浜町大字神木２０６５－１〒519-5200

立嶋　昭三020138

TEL 0735-32-3526

畑野水道 －2411無個

管１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿８０５－１９〒519-5701

畑野　伸020139

TEL 0735-32-2676

（株）ＡＱＵＡＷＡＴＥＲＷＯＲＫＳ 5,000 －2411無法

電１管１
三重県南牟婁郡紀宝町井田９５６－２〒519-5711

大江　勝治020141

TEL 05979-2-0960

（株）タケウチ 1,000 －2411無法

内１
三重県南牟婁郡御浜町阿田和６０５９－８〒519-5204

竹内　克利020142

TEL 0597-83-0440

西村鉄工所 －2411有個

鋼１
三重県熊野市五郷町桃崎３２１〒519-4671

西村　秋照020143

TEL 0735-21-4772

（有）庫本工務店 10,000 －2411無法

大１
三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖１４８〒519-5716

庫本　剛男020144

TEL 0597-85-3819

（株）丸紋 1,000 －2411無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県熊野市久生屋町７７４－７４〒519-4326

宇城　久雄020145

TEL 05979-2-2104

（株）レヴィン 2,000 －2411無法

電１管１
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和４３３８〒519-5204

平　和人020146

TEL 05979-2-1202

檜作建築 －2411無個

建１
三重県南牟婁郡御浜町大字下市木３５１９－２〒519-5203

檜作　孝明020147

TEL 0735-32-3787

（有）森浦クレーン工業 3,000 －2411有法

と１
三重県南牟婁郡紀宝町紀宝町神内１４６－４〒519-5712

森浦　伸吾020148

TEL 0735-32-4105

ワイズネット工業 －2411無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県南牟婁郡紀宝町神内８２－２３〒519-5712

佐田　寛020149

TEL 0735-32-2218

垣本水道 －2411無個

管１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１９９４－２４〒519-5701

垣本　明広020150

TEL 0735-21-6373

（株）和翔 5,000 －2411有法

通１
三重県南牟婁郡紀宝町成川１０６３－２〒519-5713

尾堂　啓020152
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TEL 0597-89-3066

川口クレーン －2411無個

と１
三重県熊野市久生屋町７９９－３〒519-4326

川口　和哉020153

TEL 0597-89-4354

田端創建（株） 10,000 －2411有法

建１
三重県熊野市有馬町４７７－６〒519-4325

田端　稔充020154

TEL 0597-89-4285

さこぐち建築 －2411無個

建１
三重県熊野市有馬町１７６４－８〒516-4325

峪口　正明020155

TEL 0597-3-0003

（株）道電工 5,000 －2411無法

電１通１
三重県南牟婁郡御浜町大字志原９７２－１〒519-5202

道窪　唯志020156

TEL 0735-32-1785

谷口設備 －2411無個

土１管１水１
三重県南牟婁郡紀宝町井田２１０３－９〒519-5711

山本　欣生020157

TEL 0597-89-1470

インテリア　やっと －2411無個

内１
三重県熊野市井戸町５７８ー１〒519-4324

清水　康仁020158

TEL 0597-82-0390

ＴＯＫＵＨＩＳＡ －2411無個

と１
三重県熊野市神川町長原６４６〒519-4444

德久　太一020159

TEL 0735-29-7311

ｍ′ｓカンパニー －2411有個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県南牟婁郡紀宝町鮒田１３２５－４〒519-5714

濵本　昌之020160

TEL 05979-2-1982

（株）Ｔｒｕｎｋ 5,000 －2411無法

屋１板１
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和５１４９－１〒519-5204

北本　勝也020161

TEL 059-336-6010

（有）名阪電気設備 5,000 －2402無法

土１電１
三重県三重郡菰野町大字榊９３０〒510-1325

加藤　勝人021002

TEL 059-331-9395

五十鈴電業（株） 10,000 －2402無法

電１機１通１
三重県四日市市垂坂町９８－２〒510-8037

黒坂　靖男021004

TEL 059-322-7341

希望産業（有） 3,000 －2402有法

土１と１解１
三重県四日市市波木町１０７７－７９〒510-0961

重松　百合子021008

TEL 0593-20-2114

（株）ジャストエンジニアリング 10,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市小林町３０２９－６５〒510-0946

加藤　豊021009
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TEL 0593-26-0071

（有）樋尾設備 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市平尾町２５５９－３〒512-1205

樋尾　勲021013

TEL 0593-46-5685

三重サニット（株） 10,000 －2402無法

大１管１内１
三重県四日市市柳町１９－５〒510-0861

堀田　一弥021017

TEL 059-325-3506

（有）福森工業 20,000 －2402無法

土２と２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市高花平１－１－１２４〒510-0945

福森　隆史021020

TEL 0593-22-2446

出口工業 －2402無個

と１管１
三重県四日市市浮橋１－３－９〒512-0931

出口　利彦021022

TEL 0593-32-7050

（有）幸工業 24,000 －2402有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２
三重県四日市市三ツ谷町１１－２０〒510-0802

筒井　正幸021025

TEL 0593-33-5728

（有）舘造園 3,000 －2402無法

園１
三重県四日市市小杉町６２４－４〒512-0902

舘　耕吾021028

TEL 0593-96-2230

谷土木管工 －2402無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大字永井３０１１〒510-1311

谷　達也021029

TEL 059-326-9186

（有）浜崎溶接 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市桜花台１－６８－１３〒512-1216

浜崎　陽吉021032

TEL 0593-66-1276

（有）長谷川組 3,000 －2402無法

機１
三重県四日市市富田浜町１４－６〒510-8008

瀬崎　博文021036

TEL 0593-65-9092

（有）明和住宅設備 5,000 －2402有法

土１管１
三重県四日市市松寺１－６－２２〒510-8021

小澤　潤021042

TEL 0593-93-2684

（有）藤田水道板金 5,000 －2402無法

土１管１板１
三重県三重郡菰野町大字千草６３９９〒510-1251

藤田　昌紀021044

TEL 0593-52-8139

太陽工業 －2402無個

塗１
三重県四日市市赤堀新町２－８〒510-0825

岸本　武俊021046

TEL 0593-52-2693

堀木タイル －2402無個

タ１
三重県四日市市昌栄町２３－１４〒510-0057

堀木　健次021047



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

450頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0593-65-6391

（有）浅井工業 3,000 －2402無法

土１
三重県四日市市大字茂福２０８－６〒510-8012

浅井　愛一郎021048

TEL 059-345-8794

（有）大健管工 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市釆女が丘１－３０〒510-0953

伊藤　正人021049

TEL 059-332-0330

（株）ウインクス 10,000 －2402有法

土１建１と１舗１解１
三重県四日市市羽津町１６－２１〒510-0017

水谷　将紀021051

TEL 0593-29-3146

岡山鉄工 －2402無個

土１と１鋼１舗１水１
三重県四日市市水沢町３０２９－１４〒512-1105

岡山　成泰021052

TEL 0593-29-2821

（有）黒田技建 3,000 －2402無法

土１建１左１
三重県四日市市水沢野田町１１５８〒512-0301

黒田　哲也021053

TEL 0593-96-2960

山口工務店 －2402無個

土１大１と１筋１舗１水１
三重県三重郡菰野町大字永井４９４－５〒510-1311

山口　康昌021055

TEL 059-337-0953

渡邉造園（株） 5,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県四日市市あかつき台４－１－１８１〒512-8046

渡邉　由英021056

TEL 059-336-5621

（有）廣伸工事 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市西日野町２８６０－１〒510-0943

岡田　廣伸021062

TEL 0593-94-5155

（有）テレホンシステム桐林 3,000 －2402無法

通１
三重県三重郡菰野町大字宿野２３８－３〒510-1232

桐林　育男021063

TEL 059-331-6456

（有）松井硝子店 5,000 －2402無法

ガ１
三重県四日市市西阿倉川１１１１〒510-0812

松井　實021065

TEL 0593-46-4415

金子塗装工業 －2402無個

塗１
三重県四日市市采女ヶ丘２－１６５－３〒510-0953

金子　弘一021068

TEL 059-320-0806

貴工業 －2402無個

土１
三重県四日市市川島町字別山　４０８０〒512-0934

齋藤　貴俊021069

TEL 059-396-1171

（有）朝建 3,000 －2402無法

建１大１屋１タ１内１
三重県三重郡菰野町大字根の平３３〒510-1327

朝柄　孝021072



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

451頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0593-22-5605

（有）ユウシン 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市笹川５ー６４ー１５〒510-0944

小島　康一021074

TEL 059-326-7718

（有）葛山重機建設 5,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市あがたが丘１－６－１３〒512-1202

葛山　勝宏021076

TEL 059-325-2588

（株）トヨタトータルデザイン 30,000 －2402有法

土１建２大１左１と２石１屋１管２タ１鋼１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解２
三重県四日市市智積町３１９６－１〒512-1212

豊田　靖志021079

TEL 0593-96-2626

（株）サンマル開発 10,000 －2402有法

土１建１
三重県三重郡菰野町大字竹成３５７１－１〒510-1312

相馬　雅之021080

TEL 059-382-7490

（株）ケイテック 5,000 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市柳町４７９〒513-0811

小﨑　生磨021081

TEL 059-333-6822

（株）アズマ 10,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市八田２－１１－６〒510-0001

東　秀勝021084

TEL 059-333-8840

（株）ウエオカ金属工業 10,000 －2402有法

建１屋１板１
三重県四日市市東坂部町１８２－１３〒512-0904

上岡　治生021085

TEL 0593-31-7189

（有）能津住設 5,000 －2402有法

土１建１管１
三重県四日市市西坂部町２４５９－１〒512-0913

能津　晋悟021088

TEL 059-365-0442

（有）大英資源開発 5,000 －2402有法

土１と１解１
三重県四日市市富田３－６－４〒510-8014

金本　仁九021089

TEL 0593-94-7999

山口電気（株） 10,000 －2402無法

電１
三重県三重郡菰野町大字千草３１９４〒510-1251

山口　義美021091

TEL 0593-65-3404

（株）三栄工業 3,000 －2402無法

電１機１水１
三重県四日市市東富田町２６－３３〒510-8006

渡部　英典021099

TEL 059-327-6075

（株）コーワ 5,000 －2402無法

土１と１
三重県四日市市城西町１４－１４シティライフ城西３０３〒510-0829

小林　広樹021104

TEL 059-337-1463

あがた電気商会 －2402無個

電１
三重県四日市市山城町１０６８－１〒512-8048

水谷　嘉仁021106



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

452頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0593-28-1818

（株）サイトウ工研 32,000 －2402無法

機１
三重県四日市市鹿間町１１００〒512-1113

斉藤　修021107

TEL 0593-21-5500

杉本工務店 －2402無個

建１
三重県四日市市笹川５－６６－１〒510-0944

杉本　勝利021110

TEL 059-355-4628

辻設備 －2402無個

土１管１
三重県四日市市赤堀１－７－２１〒510-0826

辻　雅久021113

TEL 0593-52-2539

（有）三重エレクト社 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市中川原３－５－３３〒510-0833

吉　　利信021117

TEL 059-377-3523

望月建築 －2402無個

建１
三重県三重郡朝日町埋縄７５９－３〒510-8104

望月　圭一郎021118

TEL 059-348-3857

（株）シンエイテクノ 20,000 －2402無法

土２建２と２石２管２鋼２舗２し２塗２機１水２解２
三重県四日市市日永２－１－１０〒510-0885

西川　政樹021119

TEL 0593-63-9099

東海建工 －2402無個

土１舗１
三重県四日市市下之宮町２２５－１〒510-8028

昭本　広子021129

TEL 0593-64-5775

（株）環衛 10,000 －2402有法

土１電１管１し１機１
三重県三重郡川越町大字高松字川下１３６８－１〒510-8121

木村　成一021130

TEL 0593-53-3997

（有）西脇電工 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市中納屋町６－２〒510-0048

西脇　吉夫021131

TEL 059-361-2560

（有）トータルコンサルタントアイジーエス 3,000 －2402無法

管１機１
三重県三重郡川越町大字亀崎新田１６－２〒510-8114

岩切　克也021132

TEL 0593-94-3099

山本建設 －2402無個

土１と１管１鋼１舗１
三重県三重郡菰野町大字菰野４１１８－４〒510-1233

山本　祐司021134

TEL 0593-93-4212

ホウブ電工（有） 5,000 －2402無法

土１電１消１
三重県三重郡菰野町大字潤田６５０－１３０〒510-1253

竹野　奉文021140

TEL 0595-96-8102

造家工房・亀井 －2403無個

建１大１
三重県亀山市能褒野町２５－２３〒519-0212

亀井　俊博021141



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

453頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0593-33-4844

（株）三富テクノ 10,000 －2402無法

土１建１大１と１石１屋１鋼１舗１内１水１
三重県四日市市三ツ谷町１３－３〒510-0802

宇佐美　俊次021142

TEL 059-397-6565

（有）エステック 7,000 －2402無法

具１
三重県四日市市楠町北一色１８０－５〒510-0107

坂倉　寛紀021147

TEL 0593-26-1623

（有）セイエイ 4,000 －2402無法

機１
三重県四日市市下海老町４２４１－１〒512-1203

田中　国光021148

TEL 0593-46-8857

（有）市川メンテナンス工業 5,000 －2402有法

と１
三重県四日市市塩浜町１－９〒510-0851

市川　恒021151

TEL 059-347-3896

（株）アクアテクノ 3,000 －2402無法

土１と１舗１水１解１
三重県四日市市大字塩浜４１０２－５〒510-0863

新井　満雄021152

TEL 0593-66-1306

山本武建築 －2402無個

建１
三重県四日市市広永町１４０８－１〒512-8061

山本　武021154

TEL 059-351-0105

（有）大翔建設 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１解１
三重県四日市市堀木１－２－２５－１３１３〒510-0076

児島　娟子021163

TEL 059-361-4545

（株）トーカイ・テクノサービス 3,000 －2402無法

電１機１
三重県三重郡川越町大字当新田４５０－１〒510-8111

寺本　哲也021169

TEL 0593-66-0667

（有）吉原組 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市平津新町２６０－２６８〒512-8043

吉原　勝利021170

TEL 0593-96-4578

（有）英工業 5,000 －2402無法

管１
三重県三重郡菰野町大字竹成６０２－２〒510-1312

松尾　英昭021172

TEL 0593-96-2689

高山建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町大字杉谷１４９４－４〒510-1326

高山　実021173

TEL 0593-46-7063

（株）大勢断熱 10,000 －2402無法

絶１
三重県四日市市六呂見２０－２〒510-0881

國澤　光春021175

TEL 059-332-4823

（有）サンベスト 5,000 －2402無法

塗１防１
三重県四日市市野田１－８８－１〒510-0815

寺村　栄子021176



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

454頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0593-65-8271

マツオカ建機（株） 50,000 －2402有法

土２建１と２舗２機１
三重県三重郡川越町大字当新田１７〒510-8111

松岡　賢021178

TEL 059-368-3511

バリアフリーホームズ（株） 10,000 －2403無法

土１建１
三重県鈴鹿市江島町３７３８〒510-0237

坂下　正明021183

TEL 0593-39-0102

（有）ヤマカワ 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市市場町２７２５ー１〒512-1302

山川　政樹021184

TEL 059-329-5216

（有）新竜テック 5,000 －2402有法

土１と１管１舗１
三重県四日市市朝明町２１４－１〒512-8054

小倉　友子021185

TEL 0593-33-1301

（有）サンロード 3,500 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市南垂坂町８１０－１０４〒510-8036

髙橋　学021188

TEL 0594-74-4949

（株）リンクス 5,000 －2401無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県いなべ市員弁町北金井１３９０－１〒511-0223

日紫喜　節雄021191

TEL 0593-64-1265

（有）ウッディークラフト 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市天カ須賀３－４－３８〒510-8001

高橋　耕二021193

TEL 0593-26-0758

小林瓦工業 －2402無個

と１屋１
三重県四日市市寺方町１７２〒512-0924

小林　常宏021195

TEL 0593-64-1765

トミ与金物 －2402有個

板１
三重県四日市市天カ須賀５－１－５－６〒510-8001

野呂　與四雄021200

TEL 059-325-6951

（株）豊建工 5,000 －2402有法

土１と１鋼１舗１水１
三重県四日市市小生町３４－１〒512-0932

呉　豊彦021201

TEL 059-329-3729

上田建築 －2402無個

建１
三重県四日市市水沢町２５０３－２〒512-1105

上田　浩治021204

TEL 059-331-0179

後藤建築 －2402無個

建１
三重県四日市市垂坂町６７８〒510-8037

後藤　克也021205

TEL 059-333-7911

（有）ミサキ建設 5,000 －2402無法

土１と１鋼１舗１水１
三重県四日市市生桑町８３０－１〒512-0911

荻野　健次021206



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

455頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-399-2700

（有）泉斗工業 45,000 －2402無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県三重郡菰野町大字永井２３３７－１７〒510-1311

加藤　智也021210

TEL 059-322-0408

ユニオンワークス（株） 5,000 －2402無法

建１大１屋１タ１内１
三重県四日市市浮橋２－１－４〒512-0931

田中　正樹021211

TEL 059-396-0504

石義石材店 －2402無個

土１石１園１
三重県三重郡菰野町大字竹成１９２１－１〒510-1312

石村　太幹021213

TEL 059-327-6240

（株）平成コンテック 40,000 －2402有法

土２と２石１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県三重郡菰野町大字菰野字杉之本２２５５－１〒510-1233

加藤　礼美021216

TEL 0593-26-2351

（有）パナプラザカワグチ 5,000 －2402有法

電１管１通１消１
三重県四日市市桜町１１７〒512-1211

川口　正大021223

TEL 059-334-7080

（株）久真設工 5,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
三重県四日市市清水町３－３２〒510-0814

西尾　久幸021232

TEL 0593-23-0133

（有）清水空調 3,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市室山町１６７０－６〒510-0948

清水　敏邦021233

TEL 0593-22-2690

（有）アーチス 3,500 －2402無法

土１建１内１
三重県四日市市小生町７９０－３〒512-0932

津川　益雄021237

TEL 059-346-4621

中谷工業（株） 31,360 －2402無法

と１絶１
三重県四日市市大字馳出１０６９－１〒510-0868

白木　進021240

TEL 0593-28-3155

辻本建築 －2402無個

建１
三重県四日市市山田町２２６１－１〒512-1111

辻本　裕行021241

TEL 059-336-5540

（株）西都 5,000 －2402無法

土１と１舗１解１
三重県四日市市まきの木台１－３３〒512-1306

松本　澄之021246

TEL 0593-37-3803

（株）トータル防災 3,000 －2402有法

電１消１
三重県四日市市あかつき台６－３－３〒512-8046

勝部　真一021251

TEL 0593-28-2319

清水工業 －2402無個

管１
三重県四日市市鹿間町１２７〒512-1113

清水　英昭021253
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TEL 0593-39-1035

カネミツ鉄工 －2402無個

建１鋼１
三重県四日市市中野町１５６８－２〒512-1304

伊藤　尚則021255

TEL 059-322-8522

筑豊開発 －2402無個

土１と１舗１解１
三重県四日市市南小松町２１３５〒510-0971

高林　等021260

TEL 0593-31-7765

一海建築 －2402有個

建１
三重県四日市市東坂部町１８２４－１〒512-0904

一海　勝敏021262

TEL 0593-94-6105

（有）ワイズ・アート 3,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大羽根園柴垣町１９－７〒510-1242

横山　徳弘021264

TEL 059-346-7871

ハダ工業（有） 5,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市大字塩浜３０２５－１〒510-0863

波田　武樹021265

TEL 059-330-2678

（株）稲垣機工 10,000 －2402無法

土１と１管１鋼１塗１機１
三重県四日市市大字西阿倉川２４５－１〒510-0812

稲垣　隆政021266

TEL 0593-65-6302

（有）晃真組 5,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市平町１７－１１－４０１〒510-8017

冨田　晃021267

TEL 0593-31-1669

（株）松尾住設 10,000 －2402無法

土１と１管１舗１
三重県四日市市尾平町２９４３－７〒512-0921

松尾　隆弘021270

TEL 0593-64-2728

杉本建築 －2402無個

建１
三重県四日市市大字羽津戊５３３－１〒510-0012

杉本　秀樹021272

TEL 059-363-2675

ふじ建築工房（有） 3,000 －2402無法

建１大１と１屋１板１塗１内１具１
三重県三重郡川越町大字当新田字立割５７０〒510-8111

藤田　勇治021275

TEL 059-365-7966

（有）正和工業 3,000 －2402無法

土１と１石１舗１水１解１
三重県四日市市大矢知町３２１－１〒510-8034

宇津野　勝巳021277

TEL 0593-33-1360

加藤塗装 －2402無個

塗１
三重県四日市市尾平町３８０３－７９〒512-0921

加藤　聰021281

TEL 0593-64-8214

堀田組 －2402無個

管１機１
三重県四日市市伊坂台１－１４７〒512-8066

堀田　純雄021282
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TEL 0593-38-0404

金森建築 －2402無個

建１大１
三重県四日市市あかつき台６－１０－５〒512-8046

金森　明次021285

TEL 059-329-6811

（株）ダイシン 10,000 －2402無法

土１管１
三重県四日市市広永町１３８７－１〒512-8061

森本　茂裕021288

TEL 059-363-7911

日南開発（有） 5,500 －2402無法

土１建１大１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市伊坂町９２－１〒512-8064

花田　裕021289

TEL 059-364-2033

（有）オカモトハウジング 5,000 －2402有法

土１建１と１石１鋼１舗１水１
三重県四日市市大矢知町１６３８－１〒510-0834

岡本　文浩021290

TEL 059-326-5478

（有）ヤマコウ 20,000 －2402無法

土２と２石１管１鋼１舗２し１機１水１解２
三重県四日市市下海老町３８１－８〒512-1203

山本　勝021292

TEL 059-331-9949

清水工業 －2402無個

土１建１と１管１鋼１舗１機１水１
三重県四日市市午起１－５－１８〒510-0023

清水　永憲021295

TEL 059-361-2960

（株）真和工務店 5,000 －2402無法

大１と１
三重県四日市市羽津４５３９－６〒510-0012

伊藤　真也021296

TEL 059-396-4454

（有）友志総業 20,000 －2402無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町大字田口新田４５０〒510-1322

田畑　孝021297

TEL 0593-94-5777

（有）住宅工房ゴユデ 3,000 －2402無法

建１
三重県三重郡菰野町大羽根園青葉町２１－７〒510-1246

五由出　忠範021300

TEL 059-363-6030

トーケンサービス（株） 10,000 －2402有法

管１
三重県四日市市平津新町２６０－６１１〒512-8043

加藤　健介021302

TEL 059-363-2961

（有）ワイエスシー 5,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市西富田３－２－３７〒510-8023

城田　泰伸021303

TEL 059-331-9888

（有）リバティ 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市野田２－１３－２１〒510-0815

辻　康宏021306

TEL 059-340-8777

（有）エクステクノ 5,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市波木町３８９－８１〒510-0961

鉾之原　康裕021307
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TEL 059-331-7525

（株）中野木工所 10,000 －2402無法

建１内１具１
三重県四日市市川原町２２－６〒510-0033

中野　勝方021310

TEL 059-351-1590

（株）石田管テクノ 10,000 －2402無法

管１
三重県四日市市小生町２２９－１９〒512-0932

石田　豪伸021314

TEL 059-345-0750

（有）西川設備 3,000 －2402無法

土１管１
三重県四日市市釆女町２０－６〒510-0954

西川　利行021315

TEL 059-366-0656

（株）大明電気 10,000 －2402無法

電１管１通１
三重県三重郡川越町大字豊田１４５－１〒510-8122

伊藤　太一021316

TEL 059-397-6539

（有）英昭 5,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市楠町北五味塚１４４１－１〒510-0103

北村　一宏021317

TEL 059-320-3520

（株）ケイエヌシステム 10,000 －2402無法

電１通１消１
三重県四日市市小生町８１６－４〒512-0932

宮下　直久021321

TEL 0593-26-9820

（株）池谷電工 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市下海老町４３６９〒512-1203

池谷　泰021322

TEL 059-331-9491

（株）植野組 5,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市大字羽津４２８８－２〒510-0012

植野　健021324

TEL 059-332-0997

（株）ホームクリエイト 10,000 －2402無法

建１と１塗１防１
三重県四日市市東坂部町１８５３〒512-0904

佐々木　道子021325

TEL 059-351-8812

四日市市指定上下水道工事業者（同） 44,000 －2402有法

土１
三重県四日市市芝田１－２－９〒510-0822

藤原　和彦021326

TEL 059-340-3430

（有）ユキノテック 3,500 －2402無法

土１と１管１鋼１塗１
三重県四日市市北納屋町１－１４池田ビル１０３〒510-0047

坂倉　佳子021327

TEL 059-355-2212

服部建築 －2402無個

建１
三重県四日市市芝田２－２－８〒510-0822

星　輝雄021329

TEL 0593-64-5021

（有）渡辺組 3,000 －2402無法

土１管１
三重県四日市市東富田町１２－５〒510-8006

渡邉　繁勝021330
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TEL 0593-96-2648

和田建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町小島２５７４－９〒510-1323

和田　栄二021342

TEL 059-361-1616

トータルアシストプラン（株） 25,000 －2402有法

建２大２屋２タ２鋼２内２解１
三重県四日市市富州原町１０－６〒510-8016

堤　久夫021344

TEL 059-329-3325

（有）インテリア清水 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市水沢町２８７８〒512-1105

清水　航洋021345

TEL 0593-65-2796

福田造園（株） 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１園１水１解１
三重県三重郡川越町大字南福崎１６６〒510-8124

福田　稔021346

TEL 059-329-6304

（有）三重建材 4,000 －2402有法

具１
三重県四日市市小古曽東２－６－９〒510-0951

福井　正美021351

TEL 0593-94-0323

福田造園 －2402無個

園１
三重県三重郡菰野町大字千草１３８５〒510-1251

福田　良二021352

TEL 059-347-2974

三友工業 －2402無個

と１
三重県四日市市小古曽３－１－４７〒510-0958

新田　益巳021353

TEL 059-331-2395

（株）和建総合 3,000 －2402無法

土１左１と１舗１
三重県四日市市小杉新町１３９〒512-0903

岡田　和良021355

TEL 059-329-2335

大幸建築 －2402無個

建１
三重県四日市市水沢町２５１１－２〒512-1105

鈴木　幸成021357

TEL 0593-51-0377

加藤装飾 －2402有個

内１
三重県四日市市栄町８－８〒510-0084

加藤　三男021363

TEL 059-394-6674

（株）吉原設備 5,000 －2402無法

土１管１
三重県三重郡菰野町大字大強原５８０〒510-1222

吉原　博樹021364

TEL 0593-97-7311

（有）藤井興業 5,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市楠町北五味塚２３１１〒510-0103

藤井　博彦021365

TEL 0593-94-1829

野﨑建材 －2402無個

土１と１
三重県三重郡菰野町大字潤田１０５３－１〒510-1253

野﨑　年次021371
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TEL 0593-26-4115

（有）須原組 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市寺方町１０７番地〒512-0924

須原　克博021374

TEL 059-399-3388

（株）八幡建設 30,000 －2402無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県三重郡菰野町大字田光２４０－１〒510-1324

石田　伸也021376

TEL 059-332-0401

（有）水谷舗装 3,000 －2402無法

土１舗１
三重県四日市市垂坂町９１６－１〒510-8037

水谷　真治021382

TEL 0593-21-1409

（有）渡辺エンジ 5,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市東日野町８１４〒510-0942

渡辺　千代子021386

TEL 059-396-0081

進士硝子店 －2402無個

ガ１
三重県三重郡菰野町大字小島１４３０〒510-1323

進士　克敏021387

TEL 0593-45-5513

（有）エスジェイプランニング 3,000 －2402有法

と１解１
三重県四日市市小古曽東１－１－５〒510-0951

神埜　哲021388

TEL 0593-31-1551

（有）高崎設備 5,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市尾平町３７６８－２４８〒512-0921

高崎　敬三021391

TEL 059-320-4666

（有）共同設備工業 10,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市南小松町６１１－１２〒510-0971

益田　正久021393

TEL 0593-56-0817

（株）アート・宙 20,000 －2402無法

建１
三重県四日市市北町３－４〒510-0081

石田　友忠021401

TEL 059-359-4080

（有）ケルビン 3,000 －2402有法

電１管１通１
三重県四日市市大井手１－４－２７〒510-0835

坂井　昭021402

TEL 0593-33-3303

（有）リ・ホーム四日市 3,000 －2402有法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県四日市市金場町１－１２〒510-0014

阿師村　文子021403

TEL 0593-53-0505

北三重通信システム（株） 10,000 －2402無法

電１通１
三重県四日市市城西町１４－９〒510-0829

渡邉　将充021404

TEL 0593-93-3387

（有）三重電設 3,000 －2402無法

電１消１
三重県三重郡菰野町大字音羽６５６－２〒510-1252

齋藤　邦子021405
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TEL 0593-94-1159

（有）前田金属 3,000 －2402無法

板１
三重県三重郡菰野町大字潤田６４７－１〒510-1253

前田　智久021406

TEL 059-327-7985

（株）平建 5,000 －2402無法

舗１
三重県四日市市日永西２－１１－１８〒510-0891

平山　直男021407

TEL 059-351-7441

太平洋建設（株） 27,000 －2402有法

土２建２と２舗２園２
三重県四日市市水沢町２０３７〒512-1105

清水　万平021409

TEL 059-397-7611

（株）基連工業 15,000 －2402無法

管１機１水１
三重県四日市市楠町北五味塚１４２２－５〒510-0103

金光　克義021411

TEL 059-322-8400

（有）成和機工 3,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市東日野１－４－３７－７〒510-0941

前川　和也021412

TEL 0593-96-0122

黒田建材（株） 3,000 －2402無法

屋１
三重県三重郡菰野町大字小島１７３２〒510-1323

黒田　正成021413

TEL 0593-45-2824

（株）ヤマイチ 12,000 －2402無法

機１
三重県四日市市宮東町３－３３〒510-0843

西原　朋宏021414

TEL 0593-33-0016

フクマス塗装 －2402無個

塗１
三重県四日市市午起１－３－２２〒510-0023

福舛　克典021416

TEL 0593-48-0056

亀田エンジ（有） 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市大字泊村１１２８－１５３〒510-0894

亀田　泰行021417

TEL 0593-38-1896

（有）土田工務店 3,000 －2402無法

土１と１タ１
三重県四日市市萱生町５２１－１〒512-8045

野呂　英治021418

TEL 0593-59-7521

（有）ワタルホームズ 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市城東町１－６〒510-0824

渡邊　浩恭021422

TEL 059-328-8125

（株）楓和工業 3,000 －2402無法

と１管１鋼１機１
三重県四日市市山田町字野田ノ谷９５０〒512-1111

村川　亮司021423

TEL 0593-66-2545

（有）加藤設備管工 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市広永町７０－３〒512-8061

加藤　賢次021425
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TEL 059-347-4320

（有）博新工業 5,000 －2402無法

板１絶１
三重県四日市市海山道町１－８４〒510-0845

久保田　博幸021426

TEL 0593-93-2559

（有）大幸建築 5,000 －2402無法

建１
三重県三重郡菰野町大字菰野８９７－１〒510-1233

谷　幸弘021430

TEL 0593-55-8300

出口板金 －2402無個

屋１板１
三重県四日市市赤堀３－６－１９〒510-0826

出口　孝021436

TEL 0593-31-0314

大菊建築 －2402無個

建１
三重県四日市市川原町１－７〒510-0033

阪　千起021440

TEL 0593-96-4926

木楽工房Ｔａｃｈｉ建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町大字田口新田４７１〒510-1322

　　健治021441

TEL 059-364-4911

（有）レイズ 3,000 －2402有法

建１内１
三重県三重郡川越町大字亀崎新田２３－１〒510-8114

中川　昌樹021446

TEL 059-392-3371

星野建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町大字千草７０５４－１４１９〒510-1251

星野　光男021449

TEL 059-377-3321

後藤建築 －2402有個

建１
三重県三重郡朝日町大字小向１００７－１〒510-8102

後藤　光生021450

TEL 0593-52-8448

（株）トキワ電設 3,000 －2402無法

建１電１
三重県四日市市芝田１－１－１９〒510-0822

大矢知　亮介021451

TEL 0593-93-1872

（有）中日 3,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大字菰野７２５８－１〒510-1233

中澤　ゆきゑ021454

TEL 0593-48-0761

明勢工業 －2402無個

管１機１
三重県四日市市大字泊村９８０－２８〒510-0894

牧野　芳弘021455

TEL 059-346-7470

（有）幸聖 2,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市三ツ谷東町１－２３〒510-0801

小菅　幸雄021456

TEL 0593-93-1070

石材加工カキイチ －2402無個

土１石１園１
三重県三重郡菰野町大字千草６４５８－４３〒510-1251

柿市　　哉021457
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TEL 059-394-7100

（有）協和設備工業 3,000 －2402無法

土１と１電１管１舗１水１
三重県三重郡菰野町大字吉沢４３８－１〒510-1226

服部　幹雄021459

TEL 059-366-0183

（株）藤正建設 20,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市大矢知町５５７－７〒510-8034

須藤　正治021460

TEL 0593-93-3927

川畠美装 －2402無個

塗１
三重県三重郡菰野町大字下村９７７－１４４〒510-1225

川畠　節夫021461

TEL 059-331-0062

（有）ヤマト電機工業 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市万古町２－２５－５０６〒510-0804

梅本　茂隆021462

TEL 0593-37-1316

橋本工業 －2402無個

管１機１
三重県四日市市北山町１４９６－２〒512-8051

橋本　久光021464

TEL 059-399-3300

（有）キドウ工業 10,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大字竹成３７０－４０〒510-1312

野田　勉021466

TEL 0593-33-3353

（有）ヤマトエンジニアリング 5,000 －2402無法

電１管１機１
三重県四日市市大字西阿倉川１７３１－３７〒510-0812

平川　久俊021468

TEL 0593-22-1061

（有）花田工業 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市日永西１－２３－２６〒510-0891

花田　浩司021469

TEL 059-353-0530

河本産業（株） 10,000 －2402有法

と１解１
三重県四日市市中野町字東岡２０６３－１〒512-1304

河本　正福021471

TEL 0593-26-6362

伊藤ペンキ店 －2402無個

塗１防１
三重県四日市市桜台３－９－１〒512-1214

伊藤　辰次021473

TEL 059-322-8214

（株）平谷電気工事 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市川島町３９２１－１７〒512-0934

平谷　禎惣021474

TEL 059-350-8408

（有）ネオ・ホーム 3,000 －2402無法

建１大１
三重県四日市市芝田１－１－１９〒510-0822

大矢知　みき子021477

TEL 059-327-1631

（株）マクベル 10,000 －2402無法

土１と１管１舗１水１
三重県四日市市曽井町１６５０〒512-0922

樋口　武彦021481
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TEL 0593-31-6727

（有）山中建設 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市大字東阿倉川６１１－１〒510-0805

山中　康弘021484

TEL 0593-36-2333

（有）東海コーポレーション 3,000 －2402有法

土１と１
三重県四日市市中村町字矢田１３６－１〒512-8044

坂本　敏行021492

TEL 0593-96-0322

（有）榊工業 3,000 －2402無法

鋼１機１
三重県三重郡菰野町杉谷１４３３〒510-1326

榊　幸則021493

TEL 059-327-1637

（株）笠井土木 5,000 －2402無法

土１と１舗１解１
三重県四日市市平尾町３２５４－１〒512-1205

笠井　良一021494

TEL 0593-32-9271

（有）昴工営社 3,000 －2402有法

土１と１
三重県四日市市下海老町４２５３－１〒512-1203

森崎　郁子021495

TEL 0593-45-2658

木邑建設（株） 20,000 －2402有法

土１と１舗１
三重県四日市市日永３－２－１４〒510-0885

木邑　雅彦021499

TEL 059-334-8150

桜工業（有） 3,000 －2402無法

土１建１大１屋１管１タ１内１消１
三重県四日市市東新町１３－３－３〒510-0025

保地　昭人021500

TEL 0593-46-5321

（株）東京機工 10,000 －2402無法

機１
三重県四日市市馳出町２－３５〒510-0855

佐々木　貞夫021501

TEL 059-325-2351

イシズム（株） 10,000 －2402有法

建１
三重県四日市市高角町２６０５〒512-0923

永石　俊夫021507

TEL 059-394-6692

横建土木（有） 3,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県三重郡菰野町大字神森４２３〒510-1231

横山　チズ子021509

TEL 0593-55-8971

オギタ重機 －2402無個

と１
三重県四日市市ときわ５－５－３２〒510-0834

荻田　貴史021510

TEL 059-346-6867

（株）前川板金 2,000 －2402無法

板１
三重県四日市市小古曽５－３１－２１〒510-0958

前川　浩二021512

TEL 0593-31-3446

（株）モリス機工 10,000 －2402有法

機１
三重県四日市市白須賀２－５－３３〒510-0018

森　正樹021513
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TEL 059-353-5588

森本工産（株） 30,500 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市浜町１－１８〒510-0046

森本　光人021515

TEL 0593-26-1089

ヤナギヤ塗装店 －2402無個

塗１
三重県四日市市桜新町２－１５６〒512-1215

柳谷　利三021517

TEL 059-357-3850

（有）三好ライフシステム 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市芝田１－３－１１〒510-0822

西田　好美021518

TEL 0593-21-0933

（有）明日桧 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市室山町１２２－１〒510-0948

鈴木　和孝021519

TEL 059-352-7101

ヨンソー開発（株） 75,000 －2402有法

土２建２
三重県四日市市千歳町８〒510-0051

小菅　能正021523

TEL 059-330-6136

（有）エス・ワイサービス 3,000 －2402無法

土１と１鋼１舗１水１
三重県四日市市山之一色町２３６１－２〒512-0906

水原　茂雄021524

TEL 0595-97-3735

（有）順設備工業 3,000 －2403無法

管１機１
三重県亀山市田茂町５１４－２〒519-0136

坂﨑　順一021526

TEL 0593-32-2479

大塚造園土木 －2402有個

土１石１舗１園１
三重県四日市市西坂部町６５５－１１〒512-0913

大塚　政成021528

TEL 059-337-8762

野田設備 －2402無個

管１
三重県四日市市天カ須賀５－２－３３－７０２〒510-8001

野田　幸一021531

TEL 059-397-3069

（有）橋本電気工事 3,000 －2402無法

電１通１
三重県四日市市楠町北五味塚４０２－１〒510-0103

橋本　佳則021532

TEL 059-355-6000

アイトム建設（株） 80,000 －2402有法

土２と２鋼２舗２水２
三重県四日市市南浜田町４－１〒510-0066

山下　哲史021534

TEL 059-383-7227

（株）天野 5,000 －2403無法

内１
三重県鈴鹿市安塚町１３７６－４１〒513-0818

柴田　保則021537

TEL 0593-22-8567

（有）寺興 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市八王子町１３１７－３３〒510-0947

寺本　治彦021538
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TEL 059-326-1776

（株）桜製材所 10,000 －2402有法

建１
三重県四日市市桜町７１６－１〒512-1211

坂井　美貴021539

TEL 059-325-2639

（有）マチケン 20,000 －2402無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
三重県四日市市あがたが丘３－１８〒512-1202

町田　貴大021545

TEL 0593-26-6033

（株）大富ホーム 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市桜町４７２－４〒512-1211

大矢　一三021547

TEL 0593-51-7063

橋野塗装・防水 －2402無個

塗１防１
三重県四日市市青葉町８００－８５〒510-0839

橋野　健一021549

TEL 0593-21-7826

（有）ハイテック 3,000 －2402無法

機１
三重県四日市市西日野町２０８－１６〒510-0943

　山　弘021550

TEL 059-399-3821

ジャパンマテリアル（株） 1,317,815 －2402有法

電１管２機１
三重県三重郡菰野町永井３０９８－２２〒510-1311

田中　久男021555

TEL 059-333-2296

（有）リーメック 3,000 －2402無法

タ１
三重県四日市市別名２－９－１３〒510-0007

前川　幸司021557

TEL 0593-39-3233

（有）岸江組 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市まきの木台１－３９〒512-1306

岸江　智也021558

TEL 0593-33-5730

（有）山中電氣工業 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市垂坂町１１０－５〒510-8037

山中　崇之021559

TEL 0593-91-0787

神崎工業（有） 3,000 －2402無法

機１
三重県三重郡菰野町大字杉谷１５７２－２３３〒510-1326

神崎　康也021561

TEL 0593-64-9523

（有）落合建築 3,000 －2402無法

建１
三重県三重郡川越町大字高松４２３－１〒510-8121

落合　章021562

TEL 059-332-4338

（有）セパテック 3,000 －2402無法

と１鋼１
三重県四日市市西坂部町９９３－１〒512-0913

福井　健二021563

TEL 059-393-1021

（有）児島建材 5,000 －2402有法

と１
三重県三重郡菰野町大字宿野９１５〒510-1232

児島　隆夫021566
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TEL 059-394-0898

（株）北住組 5,000 －2402無法

建１大１と１筋１内１
三重県三重郡菰野町大字音羽９０３〒510-1252

北住　潤021567

TEL 059-329-6140

（有）本間工業 3,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市大字西阿倉川字外ノ坪１７３－１〒510-0812

橋本　勇021569

TEL 059-324-7474

（有）渡義工業 3,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
三重県四日市市大矢知町１３９１－３〒510-8034

渡邉　義之021571

TEL 0593-52-8872

（株）セーリョウ 10,000 －2402無法

管１
三重県四日市市曙町２６－１７〒510-0054

今村　善行021573

TEL 059-324-0100

（有）メイガーデンズ 3,000 －2402無法

園１
三重県三重郡菰野町大字千草７０４５－７７３〒510-1251

柵山　直之021574

TEL 059-363-7750

（株）ヤスダ工建 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市川北２－１７０－１〒510-8031

安田　義徳021577

TEL 059-352-5851

（有）大西鈑金 5,000 －2402無法

屋１管１板１
三重県四日市市朝日町９－４〒510-0061

大西　攻021579

TEL 0593-45-4451

三重塗装工業（株） 3,000 －2402無法

と１塗１
三重県四日市市海山道町２－３６〒510-0845

嘉村　悦男021580

TEL 059-339-2306

（株）斉藤設備巧建 5,000 －2402無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県四日市市市場町１３１４〒512-1302

齋藤　隆和021581

TEL 059-339-2950

（有）八風建設 3,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町大字永井１１０３－９〒510-1311

寺坂　崇021583

TEL 059-350-3083

（有）ワキト 3,000 －2402有法

土１と１
三重県四日市市赤堀新町４－３〒510-0825

川村　康郎021585

TEL 059-399-3100

（株）ビューティーマイト 10,000 －2402有法

建１
三重県三重郡菰野町大字竹成２６２２－１３〒510-1312

増田　和茂021587

TEL 059-396-0750

（株）トーリツ 10,000 －2402有法

機１
三重県三重郡菰野町田口新田３０２７〒510-1322

川原　孝文021589
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TEL 059-322-4688

（有）儀賀住建 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市室山町２２７－７〒510-0948

儀賀　信貴021590

TEL 059-365-5729

（株）カネヒラ阿部 10,000 －2402有法

建１
三重県四日市市下さざらい町７－３４〒510-8033

阿部　寛士021591

TEL 059-364-1014

（有）星野ステンレス 5,000 －2402有法

鋼１
三重県三重郡川越町大字当新田４５７〒510-8111

星野　友成021592

TEL 059-326-3331

（株）サンデン 10,000 －2402有法

電１
三重県四日市市あがたが丘１－１９－４〒512-1202

小嶺　たか子021593

TEL 059-350-3667

（有）紀州電設 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市赤堀新町９－１１〒510-0825

磯上　亀之021596

TEL 059-337-9920

（有）ａｎｋ 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市天カ須賀４－３－８〒510-8001

眞弓　和也021597

TEL 059-361-3300

（株）グリーン・ワークス 10,000 －2402無法

と１園１
三重県四日市市大矢知町１００２－１〒510-8034

大野　真一021598

TEL 059-358-0509

（有）伸福工業 3,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市釆女が丘３－５５〒510-0953

新井　石増021601

TEL 059-334-3303

（有）ＢＯＳＣＯ 3,000 －2402有法

建１
三重県四日市市別名５－４－２８〒510-0007

森　真人021604

TEL 059-349-5525

（株）トータルエンジニアリング 10,000 －2402無法

土１と１鋼１舗１塗１防１機１
三重県四日市市大治田３－６－１８〒511-0875

清水　道盛021605

TEL 059-365-2745

笠井建具店 －2402有個

具１
三重県三重郡川越町高松６６３〒510-8121

笠井　達哉021606

TEL 059-354-7566

（株）ケーペック 5,000 －2402無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県四日市市城北町６－７－１００１〒510-0823

駒田　明久021607

TEL 059-337-2191

伊藤組 －2402無個

と１鋼１
三重県四日市市北山町１７６６－１〒512-8051

伊藤　誠治021608
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TEL 059-334-2224

（株）丸智 8,000 －2402無法

と１
三重県四日市市生桑町１７２９－８〒512-0911

渡邉　智宏021609

TEL 059-339-7310

（株）マキノ美建 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市まきの木台１－２７〒512-1306

寺井　真也021610

TEL 059-336-2807

（有）サンコーソーケン 3,000 －2402無法

土１と１
三重県四日市市札場町３２８－４〒512-8056

山本　文博021611

TEL 059-359-5088

（有）エス・デザインオフィス 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市堀木２－１４－１２〒510-0076

中村　幸雄021613

TEL 059-393-3355

（有）イタル工業 3,000 －2402無法

土１建１と１舗１
三重県三重郡菰野町大字川北５６２〒510-1224

加藤　到021614

TEL 059-354-9390

（有）野島工業 3,000 －2402無法

管１鋼１
三重県四日市市大井手２－１－４〒510-0835

野島　豪021616

TEL 059-393-1901

樋口建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町大字川北５５１－５〒510-1224

樋口　典昭021618

TEL 059-396-2820

（有）正和 3,000 －2402有法

鋼１塗１
三重県三重郡菰野町大字永井１２３４－８〒510-1311

末吉　大蔵021619

TEL 059-396-1161

（株）東洋テックス 98,000 －2402有法

土１建１大１板１ガ１
三重県三重郡菰野町大字杉谷２２８６－１〒510-1326

服部　俊樹021620

TEL 059-332-0750

新日本技研（株） 30,000 －2402有法

土１建２左２と２屋２鋼２舗１し１板２塗２防２内２園１水１解２
三重県四日市市清水町４－４５〒510-0814

伊藤　潔021622

TEL 059-396-2288

三共技研工業（株） 10,000 －2402有法

と１鋼１機１
三重県三重郡菰野町大字永井字南前野３０９５－２１８〒510-1311

坂倉　功朗021624

TEL 059-352-2053

マップ（有） 5,000 －2402有法

建１と１屋１内１
三重県四日市市中浜田町３－２８〒510-0065

生川　清一朗021625

TEL 059-363-1405

（有）オールライト 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市山村町７３－２０〒512-8063

樋口　昭一021628
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TEL 059-346-3347

大熊板金工業（株） 1,000 －2402無法

屋１板１絶１
三重県四日市市日永１－１２－３５〒510-0885

清水　諭021629

TEL 059-399-3555

（有）池弥屋 3,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県三重郡菰野町杉谷２３２８－３２１〒510-1326

池宮　弘康021630

TEL 059-339-1635

（有）伊藤建工 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市西村町４４４２－２〒512-1305

伊藤　聡021632

TEL 059-340-7231

（有）若松工業 10,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市城西町１２－２６〒510-0829

若松　光俊021633

TEL 059-347-9400

（有）ウエストサポート 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市日永西３－６－１４〒510-0891

西山　正浩021634

TEL 059-353-0324

（有）菱友 3,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市ときわ３－１５－２８〒510-0834

菱田　好彦021638

TEL 059-332-0568

（株）小川建築 5,000 －2402無法

建１大１屋１タ１内１
三重県四日市市西坂部町４５１－２〒512-0913

小川　将史021639

TEL 059-331-5536

伊藤工機（株） 10,000 －2402有法

機１
三重県四日市市三ツ谷町１４－２０〒510-0802

寺村　輝行021645

TEL 059-364-3329

イトウ興業（有） 5,000 －2402有法

と１
三重県四日市市大字茂福６０８－３〒510-8027

伊藤　准子021646

TEL 059-347-0151

サンリツ工業（株） 20,000 －2402有法

土２と２管１舗２し２
三重県四日市市大字塩浜３４６－１〒510-0863

岡本　史生021647

TEL 059-331-7039

（有）ユナティック 3,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市阿倉川新町１－１〒510-0810

吉野　公雄021650

TEL 059-320-0515

（株）谷総建 25,000 －2402無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市川島町３４９６－１〒512-0934

谷　一之021653

TEL 059-365-6893

（有）明和電気工業 3,000 －2402無法

電１
三重県三重郡川越町大字当新田１３９－３〒510-8111

山口　明裕021656
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TEL 059-331-8842

三成電気工事 －2402無個

電１
三重県四日市市みゆきケ丘２－１５０４－２６〒510-0811

春日部　順021657

TEL 059-340-6170

（株）前田組 5,000 －2402無法

と１管１塗１内１機１解１
三重県四日市市塩浜本町３－６３－１〒510-0854

前田　忠良021661

TEL 059-326-0317

井口操播（株） 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市江村町８３８－１〒512-1206

井口　直人021662

TEL 059-346-2497

（株）ブンカ 48,000 －2402有法

建１ガ１内１具１
三重県四日市市日永４－１－１〒510-0885

難波　修二021663

TEL 059-321-9422

（有）川合電気設備 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市笹川３－１４２－３〒510-0944

川合　栄次021664

TEL 059-346-3497

（株）アオイ 10,000 －2402有法

建１管１
三重県四日市市日永西５－３－１１〒510-0891

井上　長明021665

TEL 059-328-3522

クサカベ管工 －2402無個

管１機１
三重県四日市市鹿間町５５９－１〒512-1113

日下部　裕二021666

TEL 059-394-1690

永田建設（株） 5,000 －2402有法

土１建１大１屋１鋼１内１
三重県三重郡菰野町大字諏訪１９５８－２〒510-1223

永田　重和021667

TEL 059-355-1600

（株）三光エンジニアリング 20,000 －2402無法

土１建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２機１絶２具２解２
三重県四日市市新正４－１６－１６ＳＡＮＫＯビル〒510-0064

中村　紘章021672

TEL 059-399-7081

（株）雅匠 20,000 －2402無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県三重郡川越町大字南福崎１４－１２〒510-8124

駒田　雅俊021673

TEL 059-377-2818

ミナト工業（株） 10,000 －2402無法

機１
三重県三重郡朝日町大字柿２６１７〒510-8103

野﨑　伸幸021674

TEL 059-396-2953

（有）双葉ライジィング 10,000 －2402有法

土１園１
三重県三重郡菰野町大字永井２２１－３８〒510-1311

仲野　良子021676

TEL 059-331-5690

栄伸工建 －2402無個

建１内１
三重県四日市市阿倉川町２－１４〒510-0803

西川　照明021677
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TEL 059-339-8345

（有）橋本鐵工所 3,000 －2402有法

管１機１
三重県四日市市中野町６０１－２〒512-1304

橋本　浩021678

TEL 059-334-7018

（有）シーバース 3,000 －2402有法

内１
三重県四日市市生桑町２２１２－１９１〒512-0911

八代　展武021679

TEL 059-333-6593

（株）長井工業 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市別名２－１－１５〒510-0007

長井　政弘021681

TEL 059-331-2524

ＳＡＮＫＥＩ（株） 8,000 －2402無法

管１
三重県四日市市富士町５－２９〒510-0013

太田　早苗021683

TEL 059-321-3116

古川建設 －2402無個

土１
三重県四日市市西日野町６８－１３〒510-0943

古川　貴久021684

TEL 059-345-2351

加藤塗料（株） 12,000 －2402有法

塗１防１
三重県四日市市日永東３－１４－２８〒510-0886

加藤　利幸021685

TEL 059-393-4665

（株）樋口工業 3,000 －2402無法

建１
三重県三重郡菰野町大字川北８６１〒510-1224

樋口　英也021686

TEL 059-326-6365

（株）Ｋ’ ｓ　ＨＯＭＥ 5,000 －2402無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県四日市市下海老町２１６７－１〒512-1203

川田　真吾021688

TEL 059-332-5503

（有）大孝組 3,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市西坂部町２２４５－２〒512-0913

渡邊　孝一021690

TEL 059-340-9995

大正建設（株） 10,000 －2402無法

土１舗１
三重県四日市市釆女町１５８３－１〒510-0954

野間　早苗021692

TEL 059-326-5414

カネウラ住建 －2402無個

建１大１屋１タ１内１
三重県四日市市下海老町４２８２－４〒512-1203

兼浦　正樹021693

TEL 059-351-5131

スズカン（株） 12,000 －2402有法

管１
三重県四日市市九の城町５－８〒510-0072

若林　弘樹021694

TEL 059-396-0303

（株）左馬ノ助 7,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町大字小島４３７－４〒510-1323

馬場　利寿021695
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TEL 0567-69-5911

ＭＫエンジニアリング（株） 25,990 －2401有法

土１建１と１鋼１舗１し１解１
三重県桑名郡木曽岬町大字中和泉３０８－１〒498-0812

村上　治021696

TEL 059-361-5535

（有）タケスイ設備 5,000 －2402有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市大字茂福２８２－２〒510-8027

加藤　剛史021697

TEL 059-332-4914

山由土地建設 －2402無個

土１
三重県四日市市三重１－１４７〒512-0912

山川　実021698

TEL 059-325-6103

（株）セクト 20,000 －2402有法

電２
三重県四日市市新正５－４－１４〒510-0064

谷　菊男021699

TEL 059-333-9835

滝野電気 －2402無個

電１
三重県四日市市生桑町２０９３－１〒512-0911

瀧野　正二021700

TEL 059-321-2405

佐藤造園土木 －2402無個

と１園１
三重県四日市市南小松町１４４３－１〒510-0971

佐藤　千秋021702

TEL 059-347-6811

（株）水谷工業 3,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市釆女ヶ丘２－１５０〒510-0953

水谷　和則021703

TEL 059-365-8711

（株）テクノクリエート 6,000 －2402無法

タ１
三重県四日市市広永町字蓮池２９－１〒512-8061

左口　仁021704

TEL 059-364-0299

（株）三重水道センター 3,000 －2402無法

土１と１管１舗１し１水１
三重県四日市市大字羽津４６３６－２〒510-0012

　竹　隆夫021705

TEL 059-352-7311

（株）アンド技研工業 15,000 －2402有法

管１機１
三重県四日市市曙町９５－１〒510-0054

安藤　貴也021706

TEL 059-336-2770

（株）Ｉ．Ｔ．Ｏ 2,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市北山町井塚１０００－１〒512-8051

阿部　道浩021708

TEL 059-347-5615

北信建設（株） 10,000 －2402無法

土１建１内１
三重県四日市市河原田町４７２－１〒510-0874

森本　芳広021709

TEL 059-351-7799

高南建設（株） 5,000 －2402無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県四日市市西松本町４－１９〒510-0837

高田　操021710
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TEL 059-354-0815

（有）まるかぎ本舗 3,000 －2402無法

具１
三重県四日市市三栄町１－２５〒510-0068

圓井　英伸021714

TEL 059-332-2145

（株）馬場工業 5,000 －2402無法

と１鋼１機１
三重県四日市市西坂部町４５８７－３〒512-0913

馬場　篤秀021716

TEL 059-322-6669

（有）山下ダクト工業 3,000 －2402無法

管１板１
三重県四日市市東日野町９３－１〒510-0942

山下　実021717

TEL 059-363-2452

（株）樹工業 3,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市広永町９９－１〒512-8061

森　順一021722

TEL 059-394-3586

明幸産業 －2402無個

塗１
三重県三重郡菰野町１６４８－１３〒510-1232

乾　勝明021724

TEL 059-349-1777

（株）三重サポート 1,000 －2402有法

土１と１
三重県四日市市大字塩浜１７１－１〒510-0863

齋藤　和弘021726

TEL 059-399-3113

管起（株） 10,000 －2402無法

管１
三重県三重郡菰野町大字田口新田９９８－４〒510-1322

濱内　直樹021727

TEL 059-396-0128

（有）黒田業務店 5,000 －2402無法

左１タ１
三重県三重郡菰野町大字小島１１６５〒510-1323

黒田　鼓021729

TEL 059-347-1329

（有）伊藤冷熱 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市釆女町１６３２－８〒510-0954

伊藤　武021731

TEL 059-329-5608

（有）コラボ・ワークス 5,000 －2402無法

建１解１
三重県四日市市日永西１－３－１０〒510-0891

下村　幸重021732

TEL 059-352-5385

種村建築工業所 －2402無個

建１
三重県四日市市久保田２－１４－４〒510-0821

竹腰　強021733

TEL 059-322-7073

（株）北斗建設 3,000 －2402無法

土１と１
三重県三重郡菰野町大字池底５７〒510-1221

柿市　千明021734

TEL 059-351-0133

（株）長工 13,000 －2402有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１内１水１
三重県四日市市西浦１－６－４〒510-0071

田中　康雄021735
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TEL 059-396-0633

（有）ＫＳライン 3,000 －2402有法

と１
三重県三重郡菰野町大字小島４０６７－１〒510-1323

大橋　良次021736

TEL 059-327-2111

谷久建築 －2402無個

建１大１内１
三重県四日市市下海老町２１１０－１１〒512-1203

谷　和憲021738

TEL 059-332-0515

（有）小椋工業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市尾平町３７６８－２３１〒512-0921

小椋　幸子021740

TEL 059-332-8904

小林建築 －2402無個

建１
三重県四日市市尾平町３４１８〒512-0921

小林　康生021742

TEL 059-331-4651

後藤建築 －2402無個

建１
三重県四日市市垂坂町４５８－１〒510-8037

後藤　博俊021743

TEL 059-332-1331

（株）ホクセイ 10,000 －2402有法

塗１
三重県四日市市大宮西町１７－１６〒510-0004

池内　孝021744

TEL 059-393-2537

萩建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町川北６２２－３〒510-1224

萩　茂021745

TEL 059-213-5101

（株）誠文社中部 15,000 －2404有法

内１
三重県津市岩田６－３３〒514-0838

西村　信博021746

TEL 059-331-6662

（有）名四断熱工業所 3,000 －2402無法

絶１
三重県四日市市京町２５－３〒510-0032

原　達也021747

TEL 059-323-1284

（有）トータルインテリア加藤 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市西日野町５５－１０〒510-0943

加藤　達二021748

TEL 059-325-7675

（株）中島工業 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市笹川７－４３〒510-0944

中島　潤021749

TEL 059-393-4141

（株）東海精機 50,000 －2402有法

機１
三重県三重郡菰野町千草字中原野４６３２－１〒510-1251

土井　直博021751

TEL 059-329-3188

（有）土井商店 9,000 －2402無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１解１
三重県四日市市水沢町２４６２－１〒512-1105

土井　照明021752
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TEL 059-326-0518

（株）たなかでんき 3,000 －2402有法

電１
三重県四日市市高角町２５２８〒512-0923

田中　剛021753

TEL 059-363-0222

（株）ナカムラ生コンクリート 10,000 －2402有法

土１建１と１園１
三重県四日市市中村町２２９３－８〒512-8044

福原　啓021754

TEL 059-326-2967

鈴木電工（有） 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市寺方町１２１８〒512-0924

鈴木　茂021755

TEL 059-321-3623

（株）兼成工業 5,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市西日野町５６８９－２〒510-0943

宮本　智成021756

TEL 059-373-7747

アクトシステム（株） 10,000 －2402有法

土１と１電１管１塗１機１
三重県四日市市大字羽津字里之北乙１０１４－１〒510-0012

平田　隆幸021757

TEL 059-325-2626

（株）高栄工業 5,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市智積町６６９４〒512-1212

高田　学021758

TEL 0594-42-1117

ナンショー（株） 10,000 －2401有法

建１
三重県桑名市長島町小島６６８－２〒511-1111

谷口　剛021760

TEL 059-331-7184

（株）隆工業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市大字西阿倉川１７１７－３〒510-0812

氏家　隆忍021761

TEL 059-322-1313

（株）パシフィック・コーポレーション 5,000 －2402無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県四日市市笹川３－９３－７〒510-0944

水谷　智香子021762

TEL 059-394-1928

サトウ建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町大字池底５６〒510-1221

佐藤　高敏021763

TEL 059-365-9559

樋口建設 －2402無個

土１
三重県四日市市平津新町２６０－１４８〒512-8043

樋口　勝則021765

TEL 059-333-6511

（有）太田設備 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市白須賀１－３－１３〒510-0018

太田　浩二021766

TEL 059-354-3441

（株）ジョブ 10,000 －2402有法

建１
三重県四日市市西浜田町２－１〒510-0073

一尾　隆志021767
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TEL 059-393-5851

小林タイル －2402無個

タ１
三重県三重郡菰野町大字菰野１７９２－３〒510-1233

小林　孝光021768

TEL 059-396-5288

（株）龍美工業 40,000 －2402無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
三重県三重郡菰野町大字竹成１９－３〒510-1312

伊藤　清勝021770

TEL 059-347-0761

（有）今枝住建 8,000 －2402無法

と１
三重県四日市市馳出町１－４３〒510-0855

今枝　誠021771

TEL 059-325-6307

（株）デンユウテックス 20,000 －2402有法

電２通１消１
三重県四日市市曙町９－７〒510-0054

西脇　博道021773

TEL 059-393-1059

藤牧建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町大字大強原５８３〒510-1222

藤牧　和哉021774

TEL 059-346-3070

（有）長谷川テクノ 3,000 －2402無法

電１管１機１
三重県四日市市日永５－８－２６〒510-0885

長谷川　博哉021777

TEL 059-320-1850

ペイントＺＥＲＯ －2402無個

土１塗１
三重県四日市市室山町５５０－２〒510-0948

河村　保則021779

TEL 059-359-5530

（株）ケイ・クラフト 1,000 －2402無法

建１内１
三重県四日市市西浦２－１－１７〒510-0071

加藤　仁三021780

TEL 059-323-1300

（株）アソシエード 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市八王子町１３６０－１〒510-0947

上田　和男021781

TEL 059-320-2025

（株）ヒラテツ 1,000 －2402無法

土１建１と１筋１舗１
三重県四日市市山田町５０６２－２〒512-1111

平野　隆史021782

TEL 059-373-7573

平尾建築 －2402無個

建１
三重県四日市市西阿倉川２６９－１〒510-0812

平尾　功一021785

TEL 059-345-9492

（株）ジーエルプラン 10,000 －2402無法

土１建１と１石１舗１水１解１
三重県四日市市中里町３４－１〒510-0864

平尾　康則021786

TEL 059-322-1339

別府建設（株） 20,000 －2402無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市小林町３０１８－１０〒510-0946

谷垣　武志021791
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TEL 059-326-7990

（有）スズキ設備工業 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市桜花台１－１８－３〒512-1216

鈴木　良幸021793

TEL 059-396-0426

ホームチアリー（株） 5,000 －2402無法

建１大１屋１タ１内１
三重県三重郡菰野町榊８９０－７〒510-1325

服部　貢大021794

TEL 059-373-7334

山一電気設備（株） 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市浜一色町１５－１３－２〒510-0031

奥山　桂一021796

TEL 059-334-3367

（有）三輪鈑金工業 3,000 －2402無法

板１
三重県四日市市小杉町２９９－１〒512-0902

三輪　一善021797

TEL 059-340-5052

（株）ルーシッドテック 17,000 －2402有法

と１管１機１
三重県四日市市小古曽東１－１－１３－５〒510-0951

大谷　健輔021799

TEL 059-338-8161

脇工務店 －2402無個

建１
三重県四日市市あかつき台１－３－９５〒512-8046

脇　優021800

TEL 059-396-3313

大橋工務店 －2402無個

土１と１石１鋼１舗１塗１水１解１
三重県三重郡菰野町大字田光４１９〒510-1324

大橋　直人021801

TEL 059-393-1755

（株）エステック 8,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県三重郡菰野町福村８７８－２〒510-1234

内田　英文021802

TEL 059-355-0508

（株）アドバンス 3,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市大井手１－２－２３〒510-0835

前岨　芳樹021804

TEL 059-346-1375

（株）村木電気工事 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市塩浜町１－１１９〒510-0851

村木　久也021806

TEL 059-340-5551

（株）オーケー・ビルド 3,000 －2402無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市西阿倉川９８２－１〒510-0812

加藤　修021810

TEL 059-326-9270

（有）高川電設 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市下海老町４１１７－７〒512-1203

高川　雄次021811

TEL 059-355-0904

張本電設（株） 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市曙町１８－１〒510-0054

張本　修二021812
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TEL 059-322-5424

（有）アクセス 3,000 －2402無法

土１電１通１
三重県四日市市西日野町２７４５－１９〒510-0943

下田　久行021813

TEL 059-394-5803

山﨑電機 －2402無個

電１
三重県三重郡菰野町大字福村１２８－１〒510-1234

山﨑　良朋021814

TEL 059-377-0226

（株）カンダ 5,000 －2402無法

土１と１舗１解１
三重県三重郡朝日町白梅の丘西１－３－１４〒510-8107

神田　好文021815

TEL 059-323-0004

竹野エアーシステム（株） 1,000 －2402無法

管１
三重県四日市市山田町５０７５－７〒512-1111

竹野　宏文021816

TEL 059-391-0882

（株）三重菰野グリーンリサイクル 10,000 －2402有法

土１
三重県三重郡菰野町千草５１４１－３〒510-1251

小林　光浩021817

TEL 059-394-3233

伊藤通信工業（有） 3,000 －2402無法

電１通１
三重県三重郡菰野町大字千草６４５７－２３〒510-1251

伊藤　清貴021818

TEL 059-334-2019

大幸建築 －2402無個

建１
三重県四日市市本郷町１３－１９〒510-0806

伊藤　太郎021820

TEL 059-352-7321

伊藤硝子建材 －2402無個

ガ１具１
三重県四日市市蔵町７－１６〒510-0045

伊藤　厚一021822

TEL 059-397-6427

ニッシン工業（株） 5,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市楠町北五味塚１４２３－１〒510-0103

早川　相哲021825

TEL 059-366-3964

（株）木戸組 2,000 －2402有法

土１と１
三重県三重郡川越町大字高松１００１〒510-8122

打田　昇二021827

TEL 059-363-5959

稲垣工業 －2402無個

と１
三重県四日市市大矢知町２１７１－２〒510-8034

稲垣　一021828

TEL 059-329-8222

治水工業（有） 3,000 －2402無法

絶１
三重県四日市市水沢町４０５７－６〒512-1105

金田　優子021831

TEL 059-330-5252

ＫＫテクノ（株） 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市清水町３－３２〒510-0814

久保　真021832
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TEL 059-348-0511

金子塗装 －2402無個

塗１
三重県四日市市釆女ヶ丘５－８－３〒510-0953

河戸　信夫021834

TEL 059-333-5494

（株）横山組 10,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市小杉町１７１４〒512-0902

横山　しげみ021836

TEL 059-352-9920

（株）リアルホーム 10,000 －2402有法

建１内１
三重県四日市市安島１－７－１２〒510-0075

加藤　崇021837

TEL 059-318-1338

（株）稲垣組 1,000 －2402無法

と１
三重県四日市市大井手１－５－２７－１〒510-0835

稲垣　幸男021838

TEL 059-332-3939

（有）植原電機工業 3,000 －2402無法

機１
三重県四日市市野田２－６－２７〒510-0815

植原　賢志021839

TEL 059-334-0199

森組 －2402無個

管１機１
三重県四日市市富士町５－２２〒510-0013

森　靖博021840

TEL 059-356-3091

寺前工業（株） 3,000 －2402無法

と１管１鋼１機１
三重県四日市市西新地１４－２３〒510-0087

寺前　壽年021841

TEL 059-397-2043

原田電器（株） 10,000 －2402有法

電１管１
三重県四日市市楠町南五味塚１７７－３〒510-0104

原田　芳夫021842

TEL 059-348-7745

（有）トーアエンジニアリング 18,000 －2402有法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１
三重県四日市市海山道町１－１５５２－１〒510-0845

山本　直史021843

TEL 059-393-2245

大佐建築 －2402無個

建１大１屋１タ１内１
三重県三重郡菰野町大字菰野１１７７－１〒510-1233

河内　郁夫021844

TEL 059-325-6773

（株）ＨＩＯＤＥＮ 4,000 －2402無法

電１
三重県四日市市中野町６２７－２２〒512-1304

樋尾　一寛021845

TEL 059-325-6975

（株）イシダ設備 10,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市曽井町東垣内７６６－２〒512-0922

石田　達也021846

TEL 059-358-3575

ＴＯＫＩコーポレーション（株） 10,000 －2402無法

土１と１
三重県四日市市曽井町１５３７－１〒512-0922

久志本　時子021848
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TEL 059-365-2014

郡内装 －2402無個

内１
三重県四日市市西富田町２７７－５〒510-8024

郡　一善021849

TEL 059-355-4113

（株）西重量 1,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市大井手２－２－２７〒510-0835

　　計夫021850

TEL 059-353-8882

（有）ケイテック 3,000 －2402無法

機１
三重県四日市市松本３－１－１９〒510-0836

高坂　和久021853

TEL 059-393-4120

（株）凌翔 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町潤田６２３－１〒510-1253

竹内　誠021854

TEL 059-347-6215

（株）ＩＴＯ電気 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市大字塩浜字里浦４６１－２〒510-0863

伊藤　博哉021855

TEL 059-327-0600

活水プラント（株） 48,200 －2402無法

土１電１管１機１水１
三重県四日市市赤水町４－７〒512-1204

飯田　克己021856

TEL 059-399-2662

舘樹工業（有） 3,000 －2402無法

土１
三重県三重郡菰野町大字田口２６５５〒510-1321

舘　芳樹021857

TEL 059-396-0287

市川建築 －2402無個

建１大１
三重県三重郡菰野町大字杉谷１８４１〒510-1326

市川　利明021858

TEL 059-396-1037

宇佐美建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町大字田光１９４３－６〒510-1324

宇佐美　利秋021860

TEL 059-320-3838

（株）トーカイエンジニアリング 3,000 －2402無法

土１
三重県四日市市西日野町３１６３〒510-0943

古川　慎也021861

TEL 059-340-6866

（株）大拓 3,000 －2402無法

建１と１
三重県四日市市ときわ４－５－３７〒510-0834

奥坂　拓也021862

TEL 059-365-4080

（株）渡辺管工 5,000 －2402無法

と１管１
三重県四日市市東富田町２８－３６〒510-8006

渡辺　英二021863

TEL 059-346-2838

賢塗工 －2402無個

塗１
三重県四日市市日永東３－１６－２４〒510-0886

鶴東　賢明021864
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TEL 059-359-2217

（株）アーキ・ジャパン 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市九の城町４－２１〒510-0072

森　光太021867

TEL 059-397-3016

岩田塗工（株） 3,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市楠町本郷１２９３－４７〒510-0106

岩田　圭介021868

TEL 059-398-0755

（株）マックシステム 5,000 －2402無法

土１建１大１左１と１屋１鋼１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県四日市市楠町吉崎８６－３〒510-0102

石田　誠021869

TEL 059-394-5262

村田建築事務所 －2402無個

土１建１
三重県三重郡菰野町神森７５３〒510-1231

村田　薫021871

TEL 059-364-2899

生川工業（株） 5,000 －2402無法

と１
三重県三重郡川越町大字当新田３２０〒510-8111

生川　祐章021873

TEL 059-397-6526

（有）黒田設備興業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市楠町南川８９－１〒510-0105

黒田　千鶴021875

TEL 059-377-4998

イナガキ産業（株） 8,000 －2402有法

建１大１左１と１屋１電１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県三重郡朝日町大字柿１４２８〒510-8103

稲垣　伸亮021876

TEL 059-326-8570

（有）ハラショウ工建 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市赤水町１１１－２１〒512-1204

北田　典寿021877

TEL 059-321-1570

（有）和波工業 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市東日野町１２８８－１５〒510-0942

和波　幸男021878

TEL 059-377-2180

（有）ワタナベ住設 3,000 －2402無法

土１管１
三重県三重郡朝日町大字小向７５５－２〒510-8102

渡邉　剛021879

TEL 059-336-6745

（株）エス・ケー・クラフト 4,000 －2402無法

管１
三重県三重郡川越町大字北福崎３９５－１〒510-8125

清水　健021882

TEL 059-353-5658

（株）現代プラントサービス 5,000 －2402無法

土１と１鋼１舗１水１
三重県四日市市高砂町５－５〒510-0042

宇佐美　裕命021883

TEL 059-348-2990

北川工業 －2402無個

と１
三重県四日市市日永西４－３－２８〒510-0891

北川　秀昭021884
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TEL 059-364-5563

幸研 －2402無個

建１
三重県四日市市茂福町２９－２４〒510-8012

安藤　信幸021885

TEL 059-326-3576

川　工業 －2402有個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市桜町１１８９－５〒512-1211

川　　正人021886

TEL 059-329-3818

森住建 －2402無個

建１
三重県四日市市水沢町２７０２－２〒512-1105

森　裕樹021887

TEL 059-393-3558

（株）リーテック 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町大字宿野９１５〒510-1232

児島　隆夫021888

TEL 059-328-5602

（株）秀組 10,000 －2402無法

と１
三重県三重郡菰野町大字菰野４１８２－１４〒510-1233

渡邉　英人021889

TEL 059-340-0345

（有）川原工業 3,000 －2402無法

電１機１
三重県三重郡菰野町田口新田３０２７〒510-1322

川原　裕治021890

TEL 059-363-5770

（有）成聖設備 3,000 －2402無法

管１
三重県三重郡川越町豊田５２３－１〒510-8122

岡田　浩一021891

TEL 059-373-6650

海住工業（株） 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市茂福町８－２０〒510-8012

海住　年輝021892

TEL 059-359-3337

甲斐建築設計 －2402無個

建１大１屋１タ１内１
三重県四日市市西伊倉町４－２〒510-0831

甲斐　靖則021893

TEL 059-322-0349

（有）グーチ 3,000 －2402無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県四日市市川島町５６４４〒512-0934

谷口　卓也021894

TEL 059-349-2255

（有）根本 3,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市内堀町１８０〒510-0872

根本　得郎021897

TEL 059-326-9014

（有）タマテック 3,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市桜台２－５－３０３〒512-1214

玉置　益021898

TEL 059-320-3697

（株）コウシンテクノ 5,000 －2402無法

土１と１管１舗１
三重県四日市市川島町４９３７〒512-0934

田中　浩幸021899
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TEL 059-318-1515

（株）林工業 5,000 －2402無法

と１管１
三重県四日市市楠町本郷２２４－２〒510-0106

林　友和021900

TEL 059-322-9470

（株）相澤工業 3,000 －2402有法

と１
三重県四日市市東日野１－２－１２〒510-0941

相澤　悟021902

TEL 059-334-0207

沖設備 －2402無個

管１
三重県四日市市尾平町３７３１－１７〒512-0921

喜屋武　秀光021904

TEL 059-352-0211

川村電機 －2402無個

電１
三重県四日市市ときわ３－２－２５〒510-0834

川村　直也021905

TEL 059-396-2829

（有）マスダ重工 8,880 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県三重郡菰野町大字榊８９０－８８〒510-1325

増田　哲男021906

TEL 059-339-3503

ＴＡＦシステム（株） 500 －2402無法

土１建１と１鋼１
三重県四日市市西村町５４７－１〒512-1305

伊藤　達志021907

TEL 059-347-2751

（株）田中電気工事 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市日永西２－４１０６－４〒510-0891

田中　丈順021908

TEL 059-347-2224

（有）山本プラントサービス 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市塩浜４１６７－５〒510-0863

山本　剛志021910

TEL 059-331-5737

サンシテクノ －2402無個

管１消１
三重県四日市市白須賀２－７－３２〒510-0018

宮澤　武典021911

TEL 059-394-5586

堀田組 －2402無個

と１
三重県三重郡菰野町大字潤田３５７－３〒510-1253

堀田　義仁021912

TEL 059-339-7070

ヨシモリ工務店 －2402無個

建１
三重県四日市市中野町６９４〒512-1304

　森　元晴021913

TEL 059-394-2005

ハウスクラフト（株） 10,000 －2402無法

建１
三重県三重郡菰野町大字福村７９５－１〒510-1234

遠藤　真二021915

TEL 059-394-3338

望月建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町大字潤田７７１－３〒510-1253

望月　修二021917
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TEL 059-326-5741

シバタエンジニアリング（有） 3,000 －2402有法

塗１
三重県四日市市あがたが丘１－１８－９〒512-1202

柴田　正章021920

TEL 059-377-4600

（株）葛牧工業 5,000 －2402有法

と１解１
三重県三重郡朝日町白梅の丘東２－７－１６〒510-8106

葛巻　錠治021921

TEL 059-333-8803

マツシン塗装（株） 1,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市東坂部町１８８８〒512-0904

松下　信浩021922

TEL 059-351-1633

（株）柳川建材店 10,000 －2402有法

建１大１屋１タ１内１
三重県四日市市久保田２－１２－３８〒510-0821

　川　貴子021923

TEL 059-329-6826

祐基工業（株） 7,190 －2402無法

管１機１
三重県四日市市伊坂町１６６２－１〒512-8064

福山　安紀021924

TEL 059-365-8372

（株）フジテック 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市大矢知町４９１－５〒510-8034

藤谷　正治021925

TEL 059-322-5509

（株）マルエス建工 1,000 －2402無法

建１と１
三重県四日市市川島町３５１２－１〒512-0934

鈴木　信行021926

TEL 059-345-0425

田中建築 －2402無個

建１
三重県四日市市日永東３－１２－３７〒510-0886

田中　和也021928

TEL 059-326-0646

（株）アガタ製作所 10,000 －2402無法

機１
三重県四日市市上海老町７５０〒512-1201

市川　将也021929

TEL 059-393-2960

宏徳機工 －2402無個

管１機１
三重県三重郡菰野町大羽根園青葉町８－２〒510-1246

矢野　雅彦021930

TEL 059-339-1700

（株）清倉商店 40,000 －2402無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市西村町３８５０〒512-1305

菅野　智之021934

TEL 059-359-5090

（株）ヴァーサス 3,000 －2402無法

と１解１
三重県四日市市朝日町１－１１ラピュタビル２０１〒510-0061

加藤　恭久021935

TEL 059-326-9445

堀田建築 －2402有個

建１
三重県四日市市曽井町８１７〒512-0922

堀田　敦021937
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TEL 059-366-0825

渡邉組 －2402無個

と１
三重県四日市市富田２－１６－１７－１０１〒510-8014

渡邉　靖之021938

TEL 059-373-7225

リープ工業（株） 3,000 －2402有法

と１電１機１
三重県三重郡菰野町大字宿野８８０－１〒510-1232

石川　稔021939

TEL 059-365-2864

泰伸建工 －2402有個

と１
三重県四日市市下之宮町２２－１〒510-8028

片山　泰彦021940

TEL 059-396-0269

（有）福王建材 3,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大字田口２０５２〒510-1321

伊藤　一也021942

TEL 059-329-5232

（株）アスト 10,000 －2402無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１園１水１
三重県四日市市金場町５－７〒510-0014

服部　隆章021944

TEL 059-349-2211

メタルテック －2402無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１
三重県四日市市日永西３－４－１〒510-0891

小林　功佳021945

TEL 059-345-5907

田中総合設備 －2402無個

管１
三重県四日市市釆女が丘４－１３８〒510-0953

髙橋　寿長021946

TEL 059-397-3457

上原工業（株） 10,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市楠町南五味塚２４３－１〒510-0104

生川　紘也021947

TEL 059-346-3387

樋口建築 －2402無個

建１
三重県四日市市大治田２－５－１０〒510-0875

樋口　司之021949

TEL 059-332-1041

前岨不動産（株） 10,000 －2402有法

建１
三重県四日市市阿倉川町１７－１〒510-0803

前岨　泰三021950

TEL 059-351-5591

（株）コーシン 3,000 －2402無法

土１と１管１舗１
三重県四日市市堀木２－１７－４〒510-0076

呉　光浩021951

TEL 059-329-5963

（株）村津産業 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市高砂町１－６細川商事ビル２階４〒510-0042

荒木　一樹021952

TEL 059-396-5244

（株）元貴工業 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大字竹成１５８５－３〒510-1312

近藤　昌博021953
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TEL 059-329-7993

（株）榛木創建 8,000 －2402無法

建１
三重県四日市市小生町３９８－１〒512-0932

髙野　友也021954

TEL 059-396-5422

Ｇ＆Ｒ企画 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町永井３０２９－２７〒510-1311

坂口　竜太021956

TEL 059-377-3578

（株）三宅組 5,000 －2402無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１解１
三重県三重郡朝日町大字柿８１９〒510-8103

三宅　尚起021958

TEL 059-330-5225

（株）立伸工業 10,000 －2402無法

管１
三重県四日市市万古町２－２１〒510-0804

太田　伸一021959

TEL 059-334-0034

林塗装 －2402無個

塗１
三重県四日市市八田２－１１－１〒510-0001

林　毅久021960

TEL 059-352-8779

第一設備（株） 10,000 －2402無法

管１
三重県四日市市相生町３－３〒510-0044

松原　信也021961

TEL 059-340-3510

（有）三幸 3,000 －2402有法

土１と１舗１
三重県四日市市生桑町９９５－７３〒512-0911

辻　幸志021962

TEL 059-394-6566

スキルサービス（有） 3,000 －2402有法

と１
三重県三重郡菰野町大字福村８７８－２〒510-1234

内田　英文021963

TEL 059-321-2430

山下板金工業（株） 10,000 －2402無法

屋１管１板１
三重県四日市市東日野２－８８〒510-0941

山下　博021965

TEL 059-356-1153

黒部工業（株） 10,000 －2402有法

と１管１機１
三重県四日市市赤堀３－６－２〒510-0826

黒部　孝021966

TEL 059-397-2823

ＳＳ佐々木工業（株） 5,000 －2402無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県四日市市楠町北五味塚１２０３〒510-0103

佐々木　大輔021967

TEL 059-331-5745

樋口建築 －2402無個

建１
三重県四日市市八田２－１－１３〒510-0001

樋口　弘樹021968

TEL 059-347-9300

（株）ＳＨＩＭＩＺＵ 3,000 －2402有法

と１機１
三重県四日市市馳出町１－１０－１〒510-0885

清水　誠三021970
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TEL 059-345-5149

（有）平野メンテナンス 3,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市小古曽東２－１－１６〒510-0951

辻　喬之021971

TEL 059-325-7776

（株）杉本ホームズ 9,500 －2402無法

土１建１大１と１石１屋１電１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県四日市市茂福町３－１９〒510-8012

杉本　泰利021972

TEL 059-394-2289

石田建工 －2402無個

大１
三重県三重郡菰野町千草６４５８－５１〒510-1251

石田　裕次021973

TEL 059-346-6539

田中建築 －2402無個

建１
三重県四日市市小古曽町２５６８〒510-0952

田中　良介021974

TEL 059-325-3000

丹頂ガス（株） 10,000 －2402無法

管１
三重県四日市市平尾町３６２２－３〒512-1205

丹羽　孝直021975

TEL 059-322-4737

（有）ブルー設備 3,000 －2402無法

土１と１管１舗１
三重県四日市市川島町３５２４－１〒512-0934

青木　俊博021976

TEL 059-322-4388

（株）出建 5,000 －2402無法

土１建１大１と１石１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県四日市市貝家町３０８〒519-0956

出岡　秀浩021977

TEL 059-331-6161

（株）中央理化 33,000 －2402有法

機１
三重県四日市市新浜町１９－８〒510-0024

古池　光雄021978

TEL 059-331-1146

朝日土木（株） 90,000 －2402有法

土２建２と２石２タ２鋼２舗２水２解２
三重県四日市市川原町３２－１〒510-0033

南　哲生021979

TEL 059-329-6993

（有）竹内設備工業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市四日市市日永西４－１７－２６〒510-0891

竹内　伸祐021980

TEL 059-336-5790

（株）アレス 5,000 －2402無法

電１管１通１
三重県四日市市諏訪栄町２２－３６〒510-0086

西村　秀人021981

TEL 059-347-2525

太西住宅 －2402有個

土１建１と１舗１
三重県四日市市釆女町２９９７－１２２〒510-0954

飯嶋　清和021982

TEL 059-327-2760

（株）川村塗装工業 5,010 －2402無法

塗１
三重県四日市市赤水町１４９７－２〒512-1204

川村　和之021983
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TEL 059-396-4063

丸武産業（株） 10,000 －2402有法

塗１
三重県三重郡菰野町大字小島１５７０〒510-1323

内田　武平021984

TEL 059-397-5679

水谷電機設備 －2402無個

電１
三重県四日市市楠町北五味塚８６４－１〒510-0103

水谷　宗宣021985

TEL 059-339-0584

西脇建築 －2402無個

建１
三重県四日市市西村町３９２〒512-1305

西脇　剛021988

TEL 059-346-9458

（有）森工業 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市前田町２３－５〒510-0893

森　泰男021989

TEL 059-329-6388

（株）松本建築塗装 1,000 －2402無法

と１塗１
三重県四日市市生桑町１５６７－２〒512-0911

松本　玉旗021990

TEL 059-345-1344

石原エンジニアリングパートナーズ（株） 100,000 －2402有法

土２建２と２電２管２舗２機２水２解２
三重県四日市市石原町１〒510-0842

川口　健021991

TEL 059-355-0870

（株）神亀工業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市石塚町７－４１〒510-0828

新井　洙一021992

TEL 059-364-3574

（有）エスペック 3,000 －2402有法

内１
三重県四日市市松原町１２－１〒510-8015

鈴木　通夫021993

TEL 059-325-2234

（株）小川機設 5,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市高角町２８５６－１〒512-0923

小川　紀友021994

TEL 059-332-4308

（株）中村工業 1,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市坂部が丘１－２１８３－４２〒512-0905

中村　健一021996

TEL 059-351-4557

水谷電機工業 －2402無個

機１
三重県四日市市朝日町１０－１１〒510-0061

水谷　勝021998

TEL 059-336-5795

（株）ティワイテックＥシステム 5,000 －2402無法

と１管１鋼１塗１機１
三重県四日市市菅原町７５６－２〒512-0925

松岡　亜佐美021999

TEL 059-394-1671

太田敏行建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町千草４２８４－１〒510-1251

太田　敏行022000
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TEL 059-363-0678

川越ガス（株） 10,000 －2402有法

電１管１
三重県三重郡川越町当新田６２３〒510-8111

伊藤　康彦022001

TEL 059-323-0131

（株）佐藤設備工業 10,000 －2402有法

土１と１電１管１舗１水１
三重県四日市市川島新町５９－１〒512-0935

佐藤　秀樹022002

TEL 059-321-5849

（有）稲垣工業所 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市川島町５４６０〒512-0934

稲垣　高広022003

TEL 059-397-3791

（有）テクニカル三重 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市楠町本郷１３６０－３２〒510-0106

奥野　一之022004

TEL 059-389-7317

（株）アステル塗建 5,000 －2402無法

塗１防１
三重県四日市市伊倉２－７－１５〒510-0832

武藤　浩司022006

TEL 059-336-5674

ＪＡＰＡＮ　ＲＥＮサービス（株） 10,000 －2402無法

と１電１機１
三重県四日市市白須賀１－３－１７〒510-0018

鈴木　康広022007

TEL 059-328-5141

（株）絆 6,000 －2402無法

建１大１屋１電１タ１内１
三重県四日市市生桑町１１４－３〒512-0911

加藤　雅人022008

TEL 059-337-1259

杉本工業（株） 2,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市山城町２４０ー３〒512-8048

杉本　清明022009

TEL 0594-33-3131

（株）リ・アイズ 10,000 －2401無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県桑名市赤尾１０１１－２〒511-0934

伊藤　匡史022010

TEL 059-393-2190

小寺建築 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町千草２７８８－１〒510-1251

小寺　猛022011

TEL 059-346-1286

石井工業 －2402無個

管１
三重県四日市市大字塩浜４１４９－３〒510-0863

石井　真次022016

TEL 059-329-5340

（株）サーティーンズ 5,000 －2402無法

と１塗１
三重県四日市市智積町５９１９－１〒512-1212

伊藤　久広022017

TEL 059-364-9972

イシカワ土建 －2402無個

と１
三重県四日市市伊坂台１－１９３〒512-8066

石川　正秀022018
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TEL 059-352-9303

（有）清野工業所 3,000 －2402無法

管１鋼１
三重県四日市市新正２－４－１８〒510-0064

清野　浩嗣022019

TEL 059-326-6261

（株）高田工業 5,000 －2402無法

と１管１鋼１機１
三重県四日市市下海老町４１８２〒512-1203

高田　明022020

TEL 059-325-7877

大功電気（株） 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市生桑町８２４－１〒512-0911

齋藤　寛昭022021

TEL 059-332-5561

あんしん工事のモリモト －2402無個

と１
三重県四日市市滝川町７－３０〒510-0034

森本　新司022022

TEL 059-325-6718

（株）音羽工業 7,480 －2402無法

土１と１管１舗１
三重県四日市市智積町１９４１－１〒512-1212

中川　順二022024

TEL 059-397-3539

東條電気（株） 5,000 －2402有法

電１
三重県四日市市楠町南五味塚２９６〒510-0104

東條　亘022025

TEL 059-399-2107

（株）宮間工業 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大字小島４５７９－１〒510-1323

宮間　徳太朗022027

TEL 059-397-2622

イトウホーム工房 －2402無個

建１
三重県四日市市楠町南五味塚１５３－６〒510-0104

伊藤　明洋022029

TEL 059-358-3885

森下電設 －2402無個

電１
三重県四日市市まきの木台１－４５－７〒510-1306

森下　裕二022030

TEL 059-346-3106

（株）イワオ建設 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市小浜町１６－１６〒510-0865

伊藤　貞樹022031

TEL 059-338-4808

太田塗装工業（株） 5,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市萱生町１３２５－６〒512-8045

太田　真吾022032

TEL 059-330-4790

（株）エヌ，テック 2,000 －2402無法

管１
三重県四日市市大字西阿倉川１６７－３〒510-0812

中島　充章022033

TEL 059-328-5551

（株）テラス 20,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市鵜の森１－１３－４３〒510-0074

伊藤　宗嗣022034
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TEL 059-351-5840

（有）八幡機工 4,000 －2402無法

と１管１
三重県四日市市北納屋町２－１０〒510-0047

田中　美智子022035

TEL 059-354-5214

（有）大栄機工 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市北浜田町５－１９〒510-0062

太田　伸一郎022037

TEL 059-364-0085

（株）海蔵電気設備 2,000 －2402無法

電１
三重県四日市市天カ須賀４－３－１５〒510-8001

伊藤　直022038

TEL 059-390-1906

（株）大倉工業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市別名５－６－８〒512-8066

大倉　淳022039

TEL 059-329-5939

雅重建（株） 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市天カ須賀３－６３１－１〒510-8001

渡邊　雅史022040

TEL 059-329-7835

並河工業（株） 5,000 －2402無法

と１解１
三重県三重郡菰野町大羽根園青葉町１２－８〒510-1246

並河　勇樹022041

TEL 059-321-4300

（株）ホリイ工業 1,000 －2402無法

管１
三重県四日市市笹川１－２２３－１〒510-0944

堀木　健一022042

TEL 059-399-3511

エムテック －2402無個

土１と１管１舗１
三重県三重郡菰野町大字田光２０６－２〒510-1324

北川　昌巳022043

TEL 059-365-0555

（株）たつみ 10,000 －2402有法

ガ１具１
三重県三重郡川越町豊田４２１〒510-8122

巽　浩暢022044

TEL 059-358-9178

ルーフテック －2402無個

塗１
三重県四日市市西坂部町４５３４－５〒512-0913

高瀬　智也022045

TEL 059-336-5699

（合）くすのき建設 5,000 －2402有法

土１建１大１と１石１屋１電１管１タ１鋼１舗１塗１内１園１水１
三重県四日市市堂ケ山町２０１２〒512-1115

平山　吉男022046

TEL 059-333-4000

（株）広和塗装 3,000 －2402有法

と１塗１防１
三重県四日市市みゆきケ丘２－１４７３－１４２〒510-0811

村上　和希022047

TEL 059-391-2100

（株）マッティージャパン 10,000 －2402有法

建１大１板１内１
三重県三重郡菰野町大字杉谷１５７２－１〒510-1321

服部　俊樹022048
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TEL 059-336-6500

（株）山慶 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市寺方町２０２８〒512-0924

山本　邦嘉022050

TEL 059-356-0530

甲斐保温 －2402無個

絶１
三重県四日市市末広町７－１５〒510-0052

甲斐　正輝022051

TEL 059-332-4756

藤田建設（株） 5,000 －2402無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１具１水１解１
三重県四日市市三重５－１６５〒512-0912

藤田　耕司022052

TEL 059-321-2970

（株）Ｔ・Ｋすまいるプラン 5,000 －2402無法

建１と１防１内１解１
三重県四日市市笹川４－８－８〒510-0944

中村　俊夫022053

TEL 059-336-5224

Ｔ・テクノサービス（株） 3,000 －2402有法

機１
三重県四日市市小古曽東１－３－２５〒510-0951

田中　榮一022054

TEL 059-325-6606

（株）水友工業 5,000 －2402無法

と１機１
三重県三重郡川越町大字当新田１５９－１〒510-8111

水谷　友哉022056

TEL 059-399-3303

（株）田畑建設 1,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県三重郡菰野町大字田口新田２９９７〒510-1322

田畑　民子022058

TEL 059-328-2478

（有）ＵＴＥＣ 5,000 －2402有法

管１鋼１機１
三重県四日市市鹿間町８９－２〒512-1113

加藤　秀俊022059

TEL 059-358-7729

ユウキ（株） 5,000 －2402無法

土１建１と１管１舗１園１水１
三重県四日市市川島新町２０５〒512-0935

服部　清美022060

TEL 059-394-3403

（株）Ｔ・Ｃ・Ｃ 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県三重郡菰野町大字潤田９９７－４〒510-1253

舘　浩司022061

TEL 059-346-1200

コーシン（株） 1,000 －2402無法

防１
三重県四日市市日永東３－１５－２２〒510-0886

清水　貴俊022062

TEL 059-339-7911

（株）博工業 5,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市中野町２０５６－１〒512-1304

近藤　友博022063

TEL 059-333-2593

（有）西日野工事 5,000 －2402無法

機１
三重県四日市市午起２－３－２７〒510-0023

福本　郁022064
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TEL 059-365-0312

伊井材木店 －2402無個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県四日市市富田２－１３－１〒510-8014

伊井　清隆022065

TEL 059-355-7775

（株）太貴 10,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市曙町１７９〒510-0054

北村　祐貴022067

TEL 059-396-2929

（株）合同建設 10,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町杉谷１９３４－１６〒510-1326

矢野　由加理022068

TEL 059-331-4279

住家倶楽部 －2402無個

建１
三重県四日市市三ツ谷町１５－５〒510-0802

伊藤　隆史022069

TEL 059-352-4936

加藤鉄工所 －2402無個

鋼１
三重県四日市市昌栄町７－８〒510-0057

加藤　守022070

TEL 059-361-2561

（有）スキルテック 3,000 －2402無法

機１
三重県三重郡川越町大字亀崎新田１６－２〒510-8114

分部　裕一022072

TEL 059-321-7398

阿部組 －2402無個

機１
三重県四日市市笹川８－９３－４〒510-0944

阿部　稔成022073

TEL 059-345-3535

（有）広起設備 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市日永１－１３－９〒510-0885

廣田　康行022074

TEL 059-333-1199

恵興業（株） 10,000 －2402無法

電１管１機１
三重県四日市市小杉町４５７－１〒512-0902

日沖　圭佑022075

TEL 059-328-3630

（株）美総備 1,000 －2402無法

電１
三重県四日市市鹿間町９－２〒512-1113

青木　広光022076

TEL 059-324-0948

宏板金工業 －2402無個

板１
三重県四日市市小古曽２－２５－２０－１〒510-0958

辻　宏樹022077

TEL 059-329-2883

福島造園 －2402有個

園１
三重県四日市市水沢町２４３０－３〒512-1105

福島　崇裕022078

TEL 059-333-9330

ミック四日市（株） 10,000 －2402有法

と１機１
三重県四日市市金場町４－３〒510-0014

田代　浩信022079



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

495頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-394-6037

（株）奏 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１園１水１
三重県三重郡菰野町大字吉澤８４６－３〒510-1226

吉川　良忠022080

TEL 059-340-5700

（株）実紀土木 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市西日野町３０６３－１〒151-0943

伊東　宏高022081

TEL 059-364-3317

澤田建築 －2402無個

建１
三重県四日市市松寺１－９－３０〒510-8021

澤田　修治022082

TEL 059-394-1677

菰野管工事（同） 600 －2402有法

土１と１管１舗１水１
三重県三重郡菰野町大字吉澤４３８－２〒510-1226

位田　美樹022083

TEL 059-347-5943

ロード住建 －2402無個

建１
三重県四日市市大治田２－１１－１７〒510-0875

藤田　道也022086

TEL 059-323-0330

丸義木工 －2402無個

内１
三重県四日市市山田町字西尾山５０６２－２０〒512-1111

田中　義久022087

TEL 059-346-2269

イーエステック（株） 5,000 －2402無法

絶１
三重県四日市市大字塩浜２６９４－１８〒510-0863

森　研二022088

TEL 059-321-9239

川畑工業 －2402無個

管１
三重県四日市市笹川６－７－１７〒510-0944

川畑　和樹022090

TEL 059-363-0617

（有）櫻井工業所 3,000 －2402無法

鋼１機１
三重県三重郡川越町大字亀崎新田５３－４〒510-8114

櫻井　年夫022091

TEL 059-324-2681

（株）カンワ 3,000 －2402無法

土１と１管１
三重県三重郡菰野町大字小島４４０－１１〒510-1323

神田　英樹022092

TEL 059-363-2044

（株）大久保板金 8,000 －2402無法

屋１板１
三重県四日市市大字羽津４５４１－９〒510-0012

大久保　昌彦022093

TEL 059-336-6224

（株）ライナ工業 3,000 －2402無法

管１鋼１
三重県四日市市中野町字名前６０１－１９〒512-1304

水谷　博之022095

TEL 059-397-2938

昭和空調システム －2402無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市楠町南五味塚１１２３〒510-0104

竹野　孝司022096
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TEL 059-340-4545

（株）カーペンターネット 3,000 －2402有法

建１内１解１
三重県四日市市四日市市西富田２－４－２４〒510-8023

山口　平幸022097

TEL 059-344-1940

小島組 －2402無個

と１
三重県四日市市小林町３０１５－５７〒510-0946

小島　孝弘022098

TEL 059-331-5004

ＣＧＣ －2402無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市大字東阿倉川５２４〒510-0805

西山　良一022099

TEL 059-329-5717

（株）山志工業 5,000 －2402無法

と１管１塗１
三重県四日市市寺方町９１５－６〒512-0924

山口　謙志022100

TEL 059-325-6870

（株）アクト 1,000 －2402無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町大字杉谷２２７９－２〒510-1326

伊藤　美沙022101

TEL 059-321-0185

（株）根本製作所 3,000 －2402有法

鋼１機１
三重県四日市市東日野町１００５〒510-0942

石井　謙太郎022102

TEL 059-333-8851

ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｃｏ． －2402無個

大１と１
三重県四日市市八田１－９－３〒510-0001

山本　裕二022104

TEL 059-331-4832

（株）関本工業 3,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市大字羽津字里之北乙９５０－１〒510-0012

関本　和博022105

TEL 059-321-1046

北岡電設（株） 5,000 －2402無法

電１通１消１
三重県四日市市西日野町３３〒510-0943

北岡　英治022107

TEL 059-336-6162

あがた総合設備（株） 1,000 －2402無法

管１
三重県四日市市江村町４７０－４〒512-1206

大西　秀平022108

TEL 059-322-8061

高瀬設備工業（有） 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市西日野町５６８６〒510-0943

髙瀬　一022111

TEL 059-325-7739

東邦リース（株） 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市幸町４－１１〒510-0069

伊藤　浩022112

TEL 059-366-2008

（有）ヒロトコーポレーション 10 －2402無法

大１
三重県四日市市伊坂町６８２〒512-8064

水谷　隆文022113
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TEL 059-331-6728

水谷板金（有） 3,000 －2402無法

屋１板１
三重県四日市市西阿倉川１４９５－３〒510-0812

水谷　直純022114

TEL 059-326-2536

（有）川村 3,000 －2402有法

内１
三重県四日市市曽井町３１２〒512-0922

川村　勝也022115

TEL 059-329-6161

（株）アイエムトラスト 10,000 －2402有法

建１
三重県四日市市富田２－１３－１－１〒510-8014

三谷　正弘022116

TEL 059-321-4622

イナガキ園芸 －2402無個

園１
三重県四日市市笹川２－１２７〒510-0944

稲垣　次朗022117

TEL 059-399-2033

創家（株） 9,000 －2402有法

建１
三重県三重郡菰野町大字田口新田１２６〒510-1322

　　知洋022118

TEL 059-324-4450

（株）誠和機工 1,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県三重郡菰野町大字永井３３８７〒510-1311

前田　英二022119

TEL 059-322-9549

（有）栄トラスト 3,000 －2402無法

土１建１と１舗１
三重県四日市市三滝台３－１１－１０〒512-0933

上野　匡史022120

TEL 059-365-2106

（株）ＤＦＣ 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市広永町１３８７－１〒512-8061

森本　直022121

TEL 059-346-6455

イシダ工業 －2402無個

機１
三重県四日市市大字塩浜２９５８－１〒510-0863

石田　康成022122

TEL 059-397-4128

（株）リペックス 5,000 －2402有法

塗１防１
三重県四日市市楠町南五味塚２２４－３〒510-0104

橋本　隆志022123

TEL 059-345-3321

（株）大津屋 20,000 －2402有法

管１塗１機１
三重県四日市市日永東３－２－６６〒510-0886

大津　裕史022124

TEL 059-325-3588

（有）ディテール 5,500 －2402有法

内１
三重県四日市市平尾町２１２１－１２〒512-1205

近藤　敦子022125

TEL 059-333-5032

（株）ＫＲＥＳＴ 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市西坂部町２０１７－１５〒512-0913

日下部　信二022126
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TEL 059-325-7411

シグマ・インダストリー（株） 10,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１
三重県四日市市中部５－５〒510-0082

水谷　登022127

TEL 059-353-6007

加藤電気工事 －2402無個

電１
三重県四日市市赤堀３－１２－２１〒510-0826

加藤　宏之022128

TEL 059-340-7802

（株）ビサイクラフト 10,000 －2402無法

塗１防１
三重県四日市市中川原３－６－２〒510-0833

濱口　隆司022129

TEL 059-333-2451

（株）モリデンキ 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市大谷台１－１０８〒512-0901

森　浩彰022130

TEL 059-346-7109

中尾工業（株） 5,000 －2402無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
三重県四日市市大字泊村９６８－１〒510-0894

中尾　晃典022131

TEL 059-333-8200

（株）幸佳組 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市垂坂町字北山田１９８０－２〒510-8037

後藤　幸治022134

TEL 059-333-8352

ササオカ電工 －2402無個

電１
三重県四日市市みゆきヶ丘１－４７〒510-0811

笹岡　孝次022135

TEL 059-330-6111

（有）アックシステム 3,000 －2402有法

電１通１
三重県四日市市生桑町２７０－３６〒512-0911

藤田　祐市022136

TEL 059-321-5546

松岡建築 －2402無個

建１
三重県四日市市笹川４－１０８－１〒510-0944

松岡　和郎022137

TEL 059-327-1015

（株）星野電気 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市平尾町３０８８－１〒512-1205

星野　秀明022138

TEL 059-326-2793

三滝装飾 －2402有個

内１
三重県四日市市寺方町１２２２〒512-0924

鈴木　敏幸022139

TEL 059-348-0356

（株）ミラコロ 3,000 －2402無法

建１内１
三重県四日市市河原田町９３０－１〒510-0874

重田　信彦022140

TEL 059-351-0110

三重綜合警備保障（株） 10,000 －2402有法

電１機１通１消１
三重県四日市市鵜の森２－６－３〒510-0074

竹内　俊介022141



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

499頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-396-3498

三原建築。 －2402無個

建１
三重県三重郡菰野町小島１１９８－４〒510-1323

三原　章良022142

TEL 059-332-2369

（株）江川塗装 5,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市尾平町２４４６〒512-0921

江川　稔規022143

TEL 059-330-4667

（株）むつみ物流 7,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市大字西阿倉川３１３－１〒510-0812

青木　茂光022144

TEL 059-323-0710

そのだ塗研 －2402無個

塗１
三重県四日市市笹川４－９〒510-0944

園田　裕久022145

TEL 059-356-0819

（株）アトリエ・宙 2,000 －2402無法

建１
三重県四日市市北町３－４〒510-0081

石田　友忠022146

TEL 059-333-3385

（株）サンテクノス 1,000 －2402無法

電１通１
三重県四日市市坂部が丘３－１－５５〒512-0905

渡邉　保博022147

TEL 059-336-5525

ファイン・テック（株） 5,000 －2402無法

土１と１舗１し１水１
三重県四日市市楠町小倉３９６－７〒510-0101

加藤　真煇022148

TEL 059-322-2636

武田電設（株） 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市川島町７５４０－３〒512-0934

武田　英利022149

TEL 059-363-1393

萩原工業（株） 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市広永町字蓮池３１－１〒512-8061

萩原　晃ノ介022150

TEL 059-340-0035

（有）三重電波 3,000 －2403有法

通１
三重県鈴鹿市高岡台３－１８－１４〒513-0019

今村　和樹022151

TEL 059-359-3457

（株）ジーネクスト 5,000 －2402無法

電１通１
三重県四日市市大井手２－４－２〒510-0835

坪井　正樹022152

TEL 059-330-5445

（有）ウッドサプライサナダ 3,000 －2402有法

建１
三重県四日市市三ツ谷東町６－１〒510-0801

眞田　厚022154

TEL 059-346-4301

（株）エルテックス 20,000 －2402無法

電２管２機１通１消１
三重県四日市市日永東３－１１－８〒510-0886

大目木　哲也022155



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

500頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-329-6120

（株）東和商工 40,000 －2402無法

管２
三重県四日市市中野町東岡２０３７－１〒512-1304

門脇　宏八022156

TEL 059-390-0089

（株）雅断熱 5,000 －2402無法

絶１
三重県四日市市小生町３４－３〒512-0932

伊藤　雅大022157

TEL 059-340-7703

（株）たしろ 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市富士町７－２〒510-0013

田代　佳之022158

TEL 059-324-2062

（株）粂内通信 5,000 －2402無法

電１通１
三重県四日市市清水町４－３〒510-0814

粂内　幸雄022159

TEL 059-331-2633

（有）桑山工業 3,000 －2402無法

具１
三重県四日市市大字西阿倉川３０７－５〒510-0812

桑山　真一022160

TEL 059-323-1127

（有）ヤマシタ組 3,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市釆女町２０８７－３〒510-0954

山下　義幸022161

TEL 059-394-2901

Ａｉｒ －2402有個

解１
三重県三重郡菰野町千草６４４７－１０〒510-1251

小伊豆　勝広022162

TEL 059-336-6913

（株）フクマサ 500 －2402有法

電１
三重県三重郡菰野町大字潤田３２３８－３〒510-1253

福島　朗022163

TEL 059-336-6333

（株）タチケン 2,000 －2402無法

建１
三重県四日市市山分町１７１－２〒512-8041

舘　建022164

TEL 059-325-7243

（株）池電気 10,000 －2402無法

電１
三重県三重郡川越町大字南福崎７７７－１〒510-8124

池　軍祥022165

TEL 059-332-3482

亀井美装工業所 －2402無個

塗１
三重県四日市市別名１－１６－２５〒510-0007

亀井　幸夫022166

TEL 059-328-2720

石民 －2402無個

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
三重県四日市市六名町１０７９〒512-1116

古市　民幸022167

TEL 059-340-7592

（株）ウェルテック 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市高角町２２５７－１〒512-0923

阪口　貴史022168



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

501頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-334-1137

（株）エイ・エス・テクノ 5,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市坂部台２－２－３〒512-0908

黒田　明盛022169

TEL 059-346-7577

（株）ジーパス 3,000 －2402有法

機１
三重県四日市市前田町７－６〒510-0893

大坪　大吉郎022170

TEL 059-325-7447

（株）ヒルズ 3,000 －2402無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市城西町１４－１４〒510-0829

水谷　淳022172

TEL 059-345-5884

（有）カトウ工業 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市釆女町１５９０－８〒510-0954

加藤　俊哉022174

TEL 059-396-4053

（株）竹内土木工業 500 －2402無法

土１と１舗１
三重県三重郡菰野町大字田口新田１１７－４７〒510-1322

竹内　京子022175

TEL 059-331-6150

（株）黒部プラントサービス 3,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市大字末永１０７５－１〒510-0813

日沖　真則022176

TEL 059-340-3273

（株）新美興業 20,000 －2402無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市西富田３－６－９－３〒510-8023

新美　哲也022177

TEL 059-365-9816

美鈴塗装 －2402無個

と１塗１防１
三重県三重郡川越町大字豊田１３６－３〒510-8122

鈴木　智博022179

TEL 059-339-2588

進士鉄工（株） 5,000 －2402無法

建１鋼１
三重県四日市市西村町４４１〒512-1305

進士　剛志022180

TEL 059-325-6860

（株）ＤＥＣＯＲＡ’ Ｓ 5,000 －2402有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県四日市市諏訪栄町５－７ＯＣＴビル４階〒510-0086

後藤　博明022181

TEL 059-344-0473

（株）翌桧建設 5,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市高砂町４－１８〒510-0042

川島　孝之022182

TEL 059-321-3440

夏月空調 －2402無個

管１
三重県四日市市川島町５９３０－７０〒512-0934

永井　宏樹022183

TEL 059-345-8899

（株）シンエイクラフト 2,000 －2402有法

建１
三重県四日市市日永２－１－１０〒510-0885

西川　政樹022184



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-326-1425

（有）オガタ 3,000 －2402有法

建１管１
三重県四日市市桜台１－４３－３〒512-1214

小縣　英昭022185

TEL 059-333-3545

（株）壱誠建設 3,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市南坂部町１０－６〒512-0914

荒木　誠022186

TEL 059-366-3583

（有）北勢エンジニア 3,000 －2402無法

機１
三重県四日市市広永町６５－１〒512-8066

勝又　俊二022189

TEL 059-393-2284

内田建材 －2402無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町千草４５４７〒510-1251

内田　信仁022190

TEL 059-340-5252

萬路（株） 5,000 －2402無法

と１解１
三重県四日市市広永町５６－１〒512-8061

北野　隆徳022192

TEL 059-321-8658

（株）山下組 5,000 －2402無法

機１
三重県四日市市小林町３０２５－４４９〒510-0946

山下　大輔022193

TEL 059-340-5388

徳将工業 －2402無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市笹川８－８１〒510-0944

徳山　将述022194

TEL 059-354-3666

（株）光仁 10,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市八幡町５－１３〒510-0097

酒匂　光仁022196

TEL 059-321-8786

桐生工業 －2402無個

管１
三重県四日市市八王子町９９７－１１〒510-0947

桐生　健一022197

TEL 059-397-3757

寿電設 －2402無個

電１
三重県四日市市楠町南五味塚１４２５〒510-0104

松村　寿則022199

TEL 059-345-3719

（有）四日市空調サービス 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市河原田町２４７－３〒510-0874

溝口　和志022200

TEL 059-329-7753

（株）ＭＳコーポレーション 12,000 －2402有法

土１建１と１舗１
三重県四日市市野田２－１－１５－４〒510-0815

杉本　正成022201

TEL 059-358-0787

（株）小野電機 3,000 －2402有法

電１
三重県四日市市大字西阿倉川１０２０－１〒510-0812

小野　公彦022202



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-365-0046

（有）キリヤマ精機 3,000 －2402無法

機１
三重県四日市市広永町１２０２－１〒512-8061

桐山　孝雄022203

TEL 059-366-1750

（株）磯山塗装 5,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市西富田町６４７－４〒510-8024

磯山　悟022204

TEL 059-337-8816

（株）オージーエー 20,000 －2402無法

建１
三重県四日市市久保田２－８－１〒510-0821

小川　浩司022205

TEL 059-322-7089

後藤組 －2402無個

と１
三重県四日市市笹川１－１１〒510-0944

後藤　和善022206

TEL 059-327-5266

（株）Ｈ．Ｒ．Ｄ 100 －2402無法

建１
三重県四日市市中川原３－６－２〒510-0833

西川　恭平022207

TEL 059-333-8855

和田工芸（株） 15,000 －2402無法

大１内１
三重県四日市市大字西阿倉川１６０７－１〒510-0812

和田　高志022208

TEL 059-356-5181

光本工業 －2402無個

と１
三重県四日市市高花平５－１－４８〒510-0945

光本　浩昭022209

TEL 059-337-9290

シュウシン（株） 5,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市寺方町１３２〒512-0924

桑原　秀聡022211

TEL 059-364-8031

（株）ケーツーシステム 5,000 －2402無法

土１と１舗１解１
三重県四日市市西富田町５８３〒510-8024

小森　透022212

TEL 059-356-0188

（株）エイ・エス・ケイ・クラフト 20,000 －2402有法

建１と１塗１
三重県四日市市幸町１－２１〒510-0069

堀江　敦022214

TEL 059-336-5477

伊藤建築 －2402無個

大１
三重県四日市市西日野町３１５２〒510-0943

伊藤　喜一022215

TEL 059-326-7249

アール工房 －2402無個

建１内１
三重県四日市市桜新町１－１９９〒512-1215

中尾　隆光022216

TEL 059-324-3121

（株）マルヒロ 5,000 －2402無法

土１と１解１
三重県三重郡菰野町大字千草２５３９〒510-1251

廣瀨　厚022217



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
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TEL 059-331-4945

渋谷電気工事 －2402無個

電１
三重県四日市市東坂部町５６２－５〒512-0904

渋谷　裕之022219

TEL 059-331-6316

（株）奥村熱工業 3,000 －2402無法

絶１
三重県四日市市小杉新町１２０－２〒512-0903

奥村　一也022220

TEL 059-340-7784

（株）亮栄興業 5,550 －2402無法

土１と１舗１機１
三重県三重郡菰野町大字田光４８９０－１〒510-1324

諸岡　亮022221

TEL 059-366-7223

（株）司庭 3,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
三重県四日市市川北１－１５－８〒510-8031

寺尾　堅司022222

TEL 059-331-8883

（株）山本工事 3,000 －2402有法

と１電１
三重県四日市市三重６－１２１〒512-0912

山本　広022223

TEL 059-340-3167

（株）ネクストプランテック 5,000 －2402無法

と１管１
三重県四日市市新正４－１６－１６〒510-0064

中村　紘章022224

TEL 059-396-0514

（株）松尾電気 1,000 －2402無法

電１
三重県三重郡菰野町大字竹成２０９５－１〒510-1312

松尾　和善022225

TEL 059-397-7701

（株）中森塗装 5,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市楠町北五味塚２０８８－１〒510-0103

中森　宏明022226

TEL 059-352-8248

アカツキ建設（株） 10,000 －2402無法

土１建１と１屋１管１舗１塗１防１解１
三重県四日市市伊倉３－１－２０〒510-0832

山家　孝夫022229

TEL 059-347-4509

（株）ＫＹＡ 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市内堀町字古屋敷６２１－６〒510-0872

山下　晃一022231

TEL 059-373-5078

（株）弘栄 3,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市前田町９－２〒510-0893

山内　康弘022232

TEL 059-351-5854

三和熔接工業 －2402無個

管１
三重県四日市市鵜の森２－１３－１８ライオンズマンション四日市９０４〒510-0074

伊藤　一夫022233

TEL 059-396-1106

堀内空調サービス －2402無個

電１管１
三重県三重郡菰野町竹成１９４７－１〒510-1312

堀内　龍登022234



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

505頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-896-3490

（株）八建興業 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県三重郡菰野町大字榊８９３－２４〒510-1325

八木　登敏022235

TEL 059-346-6265

（株）船越工業 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市河原田町３１０２－１〒510-0874

船越　裕之022236

TEL 059-329-6091

（株）アローズ 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市曙町１７－１〒510-0054

新川　正敏022237

TEL 059-331-1189

（株）堀岡鈑金 5,000 －2402無法

板１
三重県四日市市三重８－９８〒512-0912

堀岡　靖彦022238

TEL 059-333-9777

わき工業 －2402無個

管１
三重県四日市市尾平町３７６８－２８２〒512-0921

脇　史022240

TEL 059-333-3203

（株）ヤマグチ 1,000 －2402無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県四日市市三重８－１８０〒512-0912

山口　哲夫022241

TEL 059-318-2785

（株）Ｄ－ｔｅｃ 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市八王子町２３８５－２〒510-0947

小林　大介022242

TEL 059-328-4770

（株）三愛 10,000 －2402無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１解１
三重県四日市市川原町３１－３〒510-0033

久我　征嗣022243

TEL 059-364-9022

イツキ機工（株） 7,300 －2402無法

土１管１機１
三重県四日市市大字羽津４４８７〒510-0012

津村　競022244

TEL 059-329-6998

一友開発（株） 5,000 －2402無法

と１舗１解１
三重県四日市市桜町７２７２－１〒512-1102

水谷　一之022245

TEL 059-346-1644

（株）西喜 1,000 －2402有法

土１と１舗１解１
三重県四日市市七つ屋町５６〒510-0856

西野　孝之022247

TEL 059-328-5020

（株）ＰＲＯＡＤ 5,000 －2402無法

土１と１管１舗１
三重県四日市市楠町本郷１５４－６　２階〒510-0106

岡田　恒樹022248

TEL 059-333-1666

クラスコ（株） 10,000 －2402有法

電１
三重県四日市市大字東阿倉川５５５－２〒510-0805

藤井　健之022249



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

506頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-364-6674

中森組 －2402無個

機１
三重県四日市市大矢知町１６３１－６〒510-8034

中森　博希022250

TEL 059-327-0003

（株）カワムラ設備 1,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市曽井町１６６９－２〒512-0922

川村　博康022251

TEL 059-373-6551

（有）タカトモ 3,000 －2402有法

と１
三重県四日市市新々町２－２５〒510-0094

岡　孝典022252

TEL 059-350-8223

（株）三重ブレイブ 13,500 －2402有法

管１
三重県四日市市高砂町１－６　細川商事ビル　２階５号室〒510-0042

木村　祐基022253

TEL 059-327-0033

（株）シンテック 10,000 －2402有法

電１機１
三重県四日市市平尾町３８５－１〒512-1205

清水　幸成022255

TEL 059-365-2304

エンジェルサービス －2402無個

と１解１
三重県四日市市富州原町２２－８〒510-8016

河路　等022256

TEL 059-337-9101

アクアドック（株） 40,000 －2402有法

土２と２鋼２舗２塗２機２水２
三重県四日市市楠町南五味塚８３１番地１階〒510-0104

佐脇　敏晴022257

TEL 059-336-2800

橋本エンジニアリング（株） 10,000 －2402有法

電１
三重県四日市市朝明町１９６１－３〒512-8054

橋本　俊亮022258

TEL 059-363-2301

（株）ＴＥＳ 5,000 －2402無法

電１通１
三重県四日市市蒔田２－６－３４〒510-8022

玉腰　知久022259

TEL 059-355-2210

（株）東蓉 9,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県四日市市中部７－５〒510-0082

井口　譲二022260

TEL 059-364-2363

（有）羽藤製作所 3,000 －2402無法

鋼１機１
三重県四日市市山分町５０３－１〒512-8041

羽藤　泰紀022261

TEL 059-331-7501

村岡建築 －2402無個

建１
三重県四日市市三ツ谷町７－１５〒510-0802

村岡　繁機022262

TEL 059-331-7877

エフケーション（有） 3,000 －2402有法

塗１
三重県四日市市三重１－８３〒512-0912

吹ケ　仁022263



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

507頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-396-3043

（株）明昌工務店 5,000 －2402無法

大１と１
三重県三重郡菰野町大字竹成１０４０－５〒510-1312

山口　昌利022264

TEL 059-357-3635

（有）アイケン 3,000 －2402無法

建１塗１
三重県四日市市ときわ５－４－６〒510-0834

福嶋　明人022265

TEL 059-326-8835

（株）桜エンジニアリング 5,000 －2402無法

機１
三重県四日市市桜台２－５－７４６〒512-1214

赤嶺　好弘022266

TEL 059-327-5650

（株）真栄 3,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市西坂部町３１６３－１６〒512-0913

加藤　真一022267

TEL 059-340-5919

光真建設（株） 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町大字田光５３－３〒510-1324

野口　真人022268

TEL 059-328-4698

（株）北村工業 1,000 －2402無法

管１
三重県四日市市新浜町７－８〒510-0024

北村　英幸022269

TEL 059-338-9898

ゼータエンジニアリング（株） 1,000 －2402無法

機１
三重県四日市市札場町５４１－４〒512-8056

瀨田　直樹022270

TEL 059-337-8653

（株）信成建設 500 －2402無法

土１と１鋼１舗１
三重県四日市市西浦２－４－２０〒510-0071

竹内　重信022271

TEL 059-365-5626

（株）ジェミニ 3,000 －2402有法

内１
三重県四日市市広永町４８２〒512-8061

稲垣　隆信022272

TEL 059-356-8178

（株）前田塗装 5,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市中部８－２〒510-0082

前田　建治022273

TEL 059-329-2246

北伊勢燃料（株） 12,000 －2402有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市水沢町４０１１－５〒512-1105

後藤　勝壽022274

TEL 059-346-9590

由布工業 －2402無個

絶１
三重県四日市市前田町３０－１８〒510-0893

佐藤　政行022275

TEL 059-320-1500

三村電気（株） 10,000 －2402無法

電１
三重県四日市市西日野町４４４４〒510-0943

三村　巧022276



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

508頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-347-1449

井原住建 －2402無個

と１
三重県四日市市日永西５－１１－１５〒510-0891

井原　勉022277

TEL 059-324-5758

タカギ建創 －2402無個

と１
三重県四日市市日永１－５－１３〒510-0885

髙木　真志022278

TEL 059-392-9630

（株）共栄 5,000 －2403無法

塗１
三重県鈴鹿市下箕田３－１７－１７〒513-0052

椿原　昭広022279

TEL 059-352-3737

（株）東海製材 21,000 －2402有法

建１大１屋１タ１内１
三重県四日市市ときわ５－５－４５〒510-0834

栗田　朋幸022280

TEL 059-329-6410

（株）スラッグ 9,000 －2402有法

鋼１
三重県四日市市河原田町１５２－１〒510-0874

金子　秀樹022281

TEL 059-347-2818

（株）山愛 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市泊山崎町５－３〒510-0892

山　敏数022282

TEL 059-363-0223

（株）ナカムラ相互建設 8,000 －2402無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県四日市市中村町２２９３－８〒512-8044

中村　洋司022283

TEL 059-293-3235

常勝 －2404無個

と１
三重県津市一志町高野１６０－３６０〒515-2504

森山　勝臣022284

TEL 059-329-2571

ますだ工業 －2402無個

板１
三重県四日市市水沢町４８８０－１〒512-1105

増田　勝紀022285

TEL 059-325-6968

百中工業 －2402無個

と１機１
三重県四日市市智積町６２２３〒512-1212

百中　敬022286

TEL 059-318-1710

稲十（株） 5,000 －2402無法

内１
三重県四日市市あかつき台３－１－２４１〒512-8046

稲垣　徹022287

TEL 059-391-1055

（株）ｔａｋａｃ 50,000 －2402有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県三重郡菰野町大字潤田４０６－５〒510-1253

井上　陵一022288

TEL 059-322-0301

（有）ミヤワキ 5,000 －2402有法

と１
三重県四日市市東日野町３５９－６〒510-0942

宮脇　哲史022289



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

509頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-336-6780

（株）コウヨー 4,000 －2402無法

と１電１通１
三重県四日市市中野町２０５６－２〒512-1304

柳井　孝洋022290

TEL 059-328-1171

（株）トーカイテレホン 5,000 －2402無法

土１と１電１鋼１舗１
三重県四日市市小山町２６７９－１〒512-1102

大谷　卓也022291

TEL 059-396-5712

Ｋｅワークス（株） 5,000 －2402無法

電１
三重県三重郡菰野町大字竹成２９０－７８〒510-1312

木澤　英樹022292

TEL 059-333-7705

カズデンキ －2402無個

電１
三重県四日市市大字東阿倉川３０４－６〒510-0805

前川　和廣022293

TEL 059-332-4784

（有）広瀬電気商会 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市富士町４－３８〒510-0013

廣瀬　久高022294

TEL 059-347-1725

（株）Ｕ－Ｈｏｍｅ 5,000 －2402無法

内１
三重県四日市市采女町１０５０－１〒510-0954

宇藤　直樹022295

TEL 059-336-4046

三木工業 －2402無個

と１解１
三重県四日市市生桑町１９０－１ドミールＫＵＫＩ２０１〒512-0911

三木　昌志022296

TEL 059-327-0005

（株）Ｚｅｒｏ 5,000 －2402有法

内１
三重県四日市市桜町７００－１〒512-1211

山北　彰則022297

TEL 059-325-7171

吉川建築 －2402無個

大１
三重県四日市市東日野町７４７－６〒510-0942

吉川　俊一022298

TEL 059-351-9027

曙エンジニアリング －2402無個

管１
三重県四日市市曙町９－１２〒510-0054

黒宮　洋司022299

TEL 059-322-2501

ＹＵＵＫＩ電設 －2402無個

電１
三重県四日市市笹川１－１３７－５〒510-0944

田村　祐基022300

TEL 059-354-1137

貴空設 －2402無個

電１管１機１
三重県四日市市松本１－１－２２〒510-0836

山下　貴史022301

TEL 059-373-6091

（株）サンエイ工務店 80,000 －2402無法

土２建２と２石２電１管１鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市羽津中２－２－４〒510-0002

田中　巧022302



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

510頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-355-2466

（株）アクト 3,000 －2402無法

塗１防１
三重県四日市市赤堀３－５－１１〒510-0826

阿佐　淳一郎022303

TEL 059-340-7931

（株）タイセイ電設 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市広永町１１４２－２〒512-8061

樋尾　泰全022304

TEL 059-366-7575

（株）アンジョウ 3,000 －2402無法

土１と１舗１解１
三重県四日市市天カ須賀３－５－１５〒510-8001

安城　幸輝022305

TEL 059-397-2994

秋工業 －2402有個

管１
三重県四日市市楠町北五味塚１９８３－２８〒510-0103

秋　洪志022306

TEL 059-340-0074

（株）シンテックサービス 7,000 －2402無法

機１
三重県四日市市大治田３－２－７－１〒510-0875

鳥居　慎一022307

TEL 059-396-3018

（有）堀田工業 3,000 －2402有法

機１
三重県三重郡菰野町大字田口新田１９４６〒510-1322

堀田　伸也022308

TEL 059-393-5343

（株）立尾電設 5,000 －2402無法

電１
三重県三重郡菰野町大字菰野３９４５－１〒510-1233

立尾　敦022309

TEL 059-326-5505

（有）櫻台電工 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市桜台２－５－５４３〒512-1214

北澤　和彦022310

TEL 059-352-7753

中部大西電機 －2402無個

電１
三重県四日市市中部５－１０〒510-0082

大西　忠昭022311

TEL 059-358-5249

（株）降栄工業 5,000 －2402無法

と１管１機１
三重県四日市市日永西３－１９－１４〒510-0891

明石　光央022312

TEL 059-364-7502

（合）樋口工業 100 －2402無法

管１機１
三重県四日市市八田１－１２－２３ソシアルドミール東館４０４〒510-0001

樋口　公宏022313

TEL 059-340-6961

紀平電機（株） 5,000 －2402無法

電１
三重県三重郡川越町大字高松１３５２〒510-8121

紀平　穣治022314

TEL 059-322-0720

大地 －2402有個

建１
三重県四日市市東日野町１８１－１〒510-0942

森　正敏022315



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

511頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-336-5748

石田建設工業（株） 500 －2402無法

と１
三重県三重郡菰野町大字竹成３６１７－１６〒510-1312

石田　卓哉022316

TEL 059-358-7272

Ｃａｓａ（株） 9,900 －2402有法

建１
三重県四日市市石塚町２－１３〒510-0828

長谷川　元英022317

TEL 059-340-7898

佐藤工業 －2402無個

管１
三重県四日市市下海老町４６３１〒512-1203

佐藤　貴志022318

TEL 059-340-0131

（株）ＡＳＡＩ－ＴＥＣ 5,000 －2402無法

機１
三重県四日市市小古曽東１－１－３２レジデンス小古曽２Ｆ〒510-0951

浅井　貴行022319

TEL 059-340-3077

大雄工業（株） 2,000 －2402無法

管１
三重県四日市市西日野町４２９１－１１〒510-0943

灘谷　大輔022320

TEL 059-327-5240

（株）トシック 3,000 －2402無法

機１
三重県四日市市中川原３－１－３５〒510-0833

寺前　壽年022322

TEL 059-347-2590

田中建工 －2402無個

土１と１舗１
三重県四日市市小古曽町２８１２－１２０〒510-0952

田中　啓之022323

TEL 059-329-7171

（株）ＲＯＣ 1,000 －2402有法

土１と１
三重県四日市市山分町５２８－１〒512-8041

服部　浩二022324

TEL 059-336-5188

（株）柴田組 5,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市伊倉３－６－２４センチュリーハイツ２１・Ｂ３〒510-0832

柴田　鐘一022325

TEL 059-327-7520

（株）大裕工業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市笹川４－９９－２〒510-0106

大人　裕也022326

TEL 059-340-6463

ロサガーデン（株） 5,000 －2402無法

と１
三重県三重郡朝日町大字縄生１７４４－１〒510-8101

篠　和也022327

TEL 059-345-4343

（株）酒重 10,000 －2402有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１
三重県四日市市塩浜町１－７１〒510-0851

豊田　芳彦022328

TEL 059-363-8801

（有）三重電機商会 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市大字羽津４５４１－３〒510-0012

大久保　正行022329



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

512頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-373-7115

（株）光楽電気システム 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市あがたが丘３－１８〒512-1202

間島　広行022330

TEL 059-332-8810

（株）彩組 5,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市東坂部町１３３６－１〒512-0904

服部　光昭022331

TEL 059-353-1399

（株）原溶接 5,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市青葉町８００－１９〒510-0839

原　吉明022332

TEL 059-333-5362

（株）吉本プラント 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市新浜町８－１０〒510-0024

吉本　智一022333

TEL 059-328-4215

Ｙｚｋｔｅｃｈ（株） 5,000 －2402無法

管１鋼１
三重県四日市市四日市市西坂部町２３６９〒512-0913

山下　貴士022334

TEL 059-340-7815

（株）ＨＴＳ 5,000 －2402有法

通１
三重県四日市市ときわ１－２－３２〒510-0828

西山　正輝022335

TEL 059-324-0512

勲栄電設 －2402無個

電１
三重県四日市市采女町１５８１－１〒510-0954

佐𦚰　勲022336

TEL 059-322-9115

山本興業 －2402無個

と１
三重県四日市市日永西１－１４－６旭ハイツＢ－２〒510-0891

山本　弘法022337

TEL 059-358-6224

ＣＬＡＭＰ －2402無個

土１と１舗１
三重県四日市市三重３－２８〒512-0912

佐野　敏行022338

TEL 059-340-3257

（有）トスカーコーポレーション 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市久保田１－６－１１〒510-0821

徳山　弘樹022339

TEL 059-346-5595

エムエー空調 －2402無個

管１
三重県四日市市大字塩浜４２１４－６〒510-0863

細　雅人022340

TEL 059-325-6839

（株）イモトシステムズ 1,000 －2402無法

管１
三重県四日市市日永西１－１３－３６－４〒510-0891

井本　貴士022341

TEL 059-377-2313

（有）橋本組 3,000 －2402無法

と１管１機１
三重県三重郡朝日町埋縄１４９０〒510-8104

橋本　勝好022342



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

513頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-337-9767

（株）ユノヤロード 5,000 －2402無法

土１舗１
三重県三重郡菰野町大字杉谷２３２６－７６〒510-1326

髙橋　十一郎022343

TEL 059-396-2949

山興 －2402無個

鋼１
三重県三重郡菰野町大字田口８１４－１８〒510-1321

山本　正022344

TEL 059-345-2133

（株）栄和 5,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市采女が丘２－１３８〒510-0953

金本　勝一022345

TEL 059-327-7782

（株）プライド物流 30,000 －2402有法

と１機１
三重県四日市市天カ須賀４－３－９〒510-8001

八木　昭人022346

TEL 059-397-2048

長谷川塗装 －2402無個

塗１
三重県四日市市楠町南五味塚字矢倉１１９８－１〒510-0104

長谷川　貴之022347

TEL 059-333-1627

城建 －2402無個

防１
三重県四日市市西坂部町６５５－４７〒512-0913

城藤　達正022348

TEL 059-353-3345

（有）松林設備 3,000 －2402無法

建１管１
三重県四日市市中川原１－１２－２〒510-0833

小池　良道022349

TEL 059-340-9040

杉将トラスト（株） 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市広永町字間之田６３０－２〒512-8061

松島　英介022350

TEL 059-331-5791

（株）藤工業 1,000 －2402無法

管１
三重県四日市市別名６－７－２６－４〒510-0007

伊藤　友元022351

TEL 059-399-7224

（株）荒木瓦建材 2,000 －2402無法

屋１
三重県四日市市山分町６１０－１〒512-8041

荒木　卓022352

TEL 059-347-1543

（株）木村組 3,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市海山道町１－９８〒510-0845

木村　正一022353

TEL 059-396-2554

（株）セコイア 500 －2402有法

と１石１
三重県三重郡菰野町大字永井２０９８－２７〒510-1311

深見　建介022354

TEL 059-365-7002

荒川工業 －2402無個

鋼１
三重県四日市市天カ須賀新町１－４１〒510-8002

荒川　嘉通022355



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

514頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0594-23-5554

（株）真栄田サービス 1,000 －2401無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県桑名市末広町２２〒511-0077

服部　浩之022356

TEL 059-352-6461

藤田電機工業（株） 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市末広町１７－６〒510-0052

藤田　美佐022357

TEL 059-325-6795

サン鐡機工業（株） 5,000 －2402無法

鋼１機１
三重県四日市市大字六呂見９５０－２〒512-0881

齋藤　信光022358

TEL 059-337-2188

（株）加藤建築 1,000 －2402無法

建１
三重県四日市市山城町１０５６－１２〒512-8048

加藤　啓022360

TEL 059-332-3990

（有）谷口設備 10,000 －2402無法

土１管１
三重県四日市市三ツ谷町１４－２７〒510-0802

谷口　恵一022361

TEL 059-377-2230

（株）成世建設 5,000 －2402無法

と１
三重県三重郡朝日町大字柿１３９１－８〒510-8103

水野　成世022362

TEL 059-336-6714

（株）タイコー建設 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市大字松本２０５８－７〒510-0836

長田　泰幸022363

TEL 090-6080-0304

ＬｉｂｅｒｔｙＷｏｒｋｓ（株） 1,000 －2402無法

管１
三重県四日市市午起３－１１－８〒510-0022

渡部　俊也022364

TEL 059-359-1700

（株）コスモテック 5,000 －2402無法

と１解１
三重県四日市市赤堀１－６－２３〒510-0826

杉元　孝弘022365

TEL 059-331-8952

林田建設 －2402無個

土１建１
三重県四日市市別名１－１２－３〒510-0007

林田　秀秋022366

TEL 059-340-4550

（株）共成インシュレーション 5,000 －2402無法

絶１
三重県四日市市小古曽東３－４－１５〒510-0951

谷口　明穂022367

TEL 059-322-8119

（有）齋木工業 3,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市日永西４－３－２２－１〒510-0891

齋木　真二022368

TEL 059-338-4997

（株）堤板金 1,000 －2402無法

板１絶１
三重県四日市市山城町２６４－６〒512-8048

堤　善紀022369



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

515頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-327-5113

（株）アーキテクト 1,000 －2402無法

建１大１と１屋１タ１内１
三重県四日市市堀木１－５－１０〒510-0076

大橋　隆文022371

TEL 059-326-2788

岡本電機 －2402無個

電１
三重県四日市市桜台２－５－６０〒512-1214

岡本　友宏022372

TEL 059-327-6888

小黒硝子店装（株） 15,000 －2402有法

建１ガ１
三重県四日市市東新町４－１７〒510-0025

小黒　千鶴022373

TEL 059-324-2882

（株）ｍｏｖｅ 10,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市高角町２８１３－３〒512-0923

林　和広022374

TEL 059-330-4680

アルクシステム（株） 2,000 －2402有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市羽津中１－７－９－６〒510-0002

筒井　昌司022375

TEL 059-332-9270

（株）中田設備 2,000 －2402無法

管１
三重県四日市市小杉町８６１－４〒512-0902

中田　弘行022376

TEL 059-353-5665

（株）優和工務店 10,000 －2402有法

建１
三重県四日市市北浜田町１２－２１北浜田マンションＳ棟１０１〒510-0062

小山　政治022377

TEL 059-339-1187

（株）片岡組 1,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市小牧町１１７７－１〒512-1303

片岡　里美022378

TEL 059-355-3160

ＰＹｔｅｃ －2402無個

管１
三重県四日市市青葉町８００－１５５〒510-0839

髙野　浩爾022379

TEL 059-346-1631

（株）サンワ電業 62,400 －2402有法

電１管１
三重県四日市市日永西４－１６－１０〒510-0891

鍔本　寛022380

TEL 059-324-5256

（株）Ｒｏｏｆタカ 5,000 －2402無法

屋１
三重県三重郡菰野町大字杉谷１５７２－９６〒510-1326

伊藤　高宏022381

TEL 059-390-1979

伊藤電機 －2402無個

電１
三重県三重郡菰野町大字永井３０７４－１３９〒510-1311

伊藤　晋也022382

TEL 059-397-3439

（株）ケイエス巧房 10,000 －2402有法

内１
三重県四日市市楠町北五味塚３８９－１〒510-0103

田中　正徳022383



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

516頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-397-3870

（株）ブルーテック 5,000 －2402無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市楠町小倉４４１－２０〒510-0101

前田　幸二022384

TEL 059-393-2498

小倉工房（有） 3,000 －2402有法

建１大１屋１タ１内１
三重県三重郡菰野町音羽７１７－２〒510-1252

小倉　崇022385

TEL 059-393-1991

ＹＫテクノサービス（株） 5,000 －2402有法

機１
三重県三重郡菰野町大字池底１２６１〒510-1221

服部　友紀022386

TEL 059-337-0887

（株）大西板金 1,000 －2402無法

屋１板１
三重県四日市市あかつき台３－２－１４〒512-8046

大西　健司022388

TEL 059-337-2397

丸一基工（株） 10,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市北山町２１９１〒512-8051

下田　丈司022389

TEL 059-340-8056

（株）伊谷建設 10,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市大井手２－３４４－３〒510-0835

伊藤　隆人022390

TEL 059-331-2677

池永電設 －2402無個

電１
三重県四日市市大字羽津戊７４６－３９〒510-0012

池永　孝一022391

TEL 059-328-3818

（株）コウシンテック 3,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市山田町２８３３〒512-1111

谷田　圭司022392

TEL 059-327-7755

キョウリツ管工（株） 8,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市北山町１６０１－２〒512-8051

柴田　祐彦022393

TEL 059-353-4464

（株）的一 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市南起町１－１１〒510-0056

的場　浩一022394

TEL 059-361-5505

（株）新明和機工 10,000 －2402有法

機１
三重県四日市市東茂福町３－５〒510-8011

橋本　剛022395

TEL 059-329-5483

（株）松谷建設 5,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市小杉町８９１－１５〒512-0902

松谷　裕治022396

TEL 059-347-5557

井髙設備 －2402無個

管１
三重県四日市市大字日永５２１７－２３〒512-0885

井髙　功次022397



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

517頁

三重県
知事許可
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TEL 059-337-8084

（株）千松工業 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市大治田３－２－２５〒510-0875

松岡　武臣022398

TEL 059-326-5426

（株）ＬＡＮＤ　ＡＲＴ 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
三重県四日市市智積町７８１－３〒512-1212

古屋敷　光次022399

TEL 059-396-5272

松永石材建材 －2402有個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町大字田光１０３５－５〒510-1324

松永　浩樹022400

TEL 059-336-6039

（株）善建 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市茂福町２２－２７〒510-8027

櫻井　敏秀022401

TEL 059-318-2621

ＳＡＩＫＵＵ設備 －2402無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市九の城町８－２０－３〒510-0072

齋藤　泰治022402

TEL 059-336-4027

大輝工業（株） 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市平尾町２３７０－１５〒512-1205

吉田　正輝022403

TEL 059-327-5528

（株）楠巻建設 1,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県三重郡菰野町大字竹成４５３－１〒510-1312

楠　博式022404

TEL 059-363-2120

（株）真栄土建 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市芝田１－３－３０〒510-0822

小池　真吾022405

TEL 059-324-7746

ジークス －2402無個

建１大１屋１タ１内１
三重県四日市市川原町３１－６－３０１〒510-0033

川北　幸博022406

TEL 059-325-2371

斉藤工業 －2402無個

機１
三重県四日市市桜町６６８６－２８〒512-1211

齊藤　敏之022407

TEL 090-4255-8140

（株）理音工業 1,000 －2402無法

管１
三重県四日市市万古町３－１１〒510-0804

春田　恭也022408

TEL 059-373-6605

（有）新日本企画 5,000 －2402有法

大１と１
三重県四日市市新浜町１８－１１〒510-0024

木村　聡022409

TEL 059-351-6605

（株）テクノ・プランニング 20,000 －2402有法

機１
三重県四日市市鵜の森１－９－１４〒510-0074

石田　雄士022410
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TEL 059-391-1311

（株）テレコマンド 3,000 －2402有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１解１
三重県四日市市智積町３１９６－１〒512-1212

豊田　仁美022411

TEL 059-364-2937

（株）ＢＣＹ 1,000 －2402無法

土１と１
三重県四日市市南富田町４－３６〒510-8013

山田　照美022412

TEL 059-346-3473

（株）アナンテックス 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市泊町１０－２４〒510-0884

金光　富行022413

TEL 059-329-3044

（有）タカシ・エンタープライズ 3,000 －2402有法

と１
三重県四日市市水沢町５２１１－１８〒512-1105

服部　敬022414

TEL 059-337-8327

アルマ建工（株） 5,000 －2402無法

土１と１石１舗１し１水１解１
三重県四日市市大字末永１０５９－１プロミネント四日市２０２〒510-0813

原岡　浩司022415

TEL 059-359-3622

（株）ウチコー 9,990 －2402有法

鋼１
三重県四日市市鵜の森１－４－１６－１Ａ〒510-0074

小笠原　貴行022416

TEL 059-346-4774

鈴鹿エンヂニヤリング（株） 50,000 －2402有法

管１鋼１機１
三重県四日市市小古曽東２－１－６５〒510-0951

矢田　龍生022417

TEL 059-328-4486

（株）ピーテック 3,000 －2402無法

機１
三重県四日市市南松本町５－１０〒510-0838

二神　悟022418

TEL 059-325-6678

（株）メカドックサービス 5,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市六呂見４５８－１〒510-0881

田村　隆行022419

TEL 059-349-0772

セイフティー（株） 5,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市采女町９３１－１〒510-0954

谷口　聡022420

TEL 059-327-7476

（株）琉心工業 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市八王子町２４７４－４　パルネット笹川１０１〒510-0947

二階堂　洋022421

TEL 059-364-1856

ネクスアーク（株） 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市伊坂台３－３６－２〒512-8066

川瀬　敬志022422

TEL 059-340-7025

（株）翼テクニクス 3,000 －2402無法

機１
三重県四日市市海山道町３－１７〒510-0845

古山　献一022423
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TEL 059-336-5588

（株）紀北警備 9,500 －2402有法

土１と１舗１水１
三重県四日市市山城町６２３－２９〒512-8048

五味　洋司022424

TEL 059-353-5039

（株）西森工業 5,000 －2402無法

解１
三重県四日市市石塚町１－６〒510-0828

西桐　英二022425

TEL 059-321-1833

（株）伸誠 1,000 －2402無法

機１
三重県四日市市八王子町２４８１－１〒511-0912

前田　孝022426

TEL 059-328-4332

松浦設備（株） 2,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市東新町３－２０〒510-0025

松浦　伸二022427

TEL 059-345-5117

三栄空調 －2402無個

管１
三重県四日市市石原町１〒510-0842

鎌田　憲次022428

TEL 059-358-2788

（株）八吉工業 100 －2402無法

管１
三重県四日市市平町２６－１１〒510-8017

中村　裕之022429

TEL 059-328-8507

河本電設（株） 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市西山町７５２８－６〒512-1103

河本　利美022431

TEL 059-329-5573

ジーアンドティ（株） 10,000 －2402無法

管１
三重県四日市市赤堀１－９－５〒510-0826

神﨑　大陽022432

TEL 059-340-0508

ＳＰＡＣＥ　ＬＡＢＯ．（合） 10,000 －2402有法

大１内１
三重県四日市市久保田１－１－３１Ｓｕｎ　Ｌｕｍｉｅｒｅ　ＢＬＤ．ＫＵＢＯＴＡ　１Ａ〒510-0821

兼松　園子022433

TEL 059-396-2481

（有）勝川木材 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県三重郡菰野町杉谷２３６５－１８〒510-1326

勝川　卓也022434

TEL 059-333-4165

（株）シコウ電設 3,000 －2402無法

電１
三重県四日市市末永町２２－１－１〒510-0807

橋口　兼士022435

TEL 059-345-2050

梅元工事（株） 10,000 －2402無法

管１機１
三重県四日市市大字六呂見字白子堀９１０〒510-0881

光本　孝一022436

TEL 059-345-0777

ミムラ板金 －2402無個

絶１
三重県四日市市小古曽６－１０－２〒510-0958

三村　好博022437
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TEL 059-328-1082

なかにし建築 －2402無個

建１大１
三重県四日市市小山町１００４〒512-1102

中西　必一022439

TEL 090-3441-3355

（合）豊田工業 1,000 －2402無法

管１
三重県四日市市水沢町２０３４－２〒512-1105

豊田　一司022440

TEL 059-324-7541

中川大工 －2402無個

内１
三重県四日市市小杉町１８００〒512-0902

中川　高幸022441

TEL 059-329-6674

（株）パイプライン工業 5,000 －2402無法

管１鋼１
三重県三重郡菰野町大字千草４５４８－５〒510-1251

出口　貴之022442

TEL 059-334-0003

間宮工業（株） 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市生桑町８９３－１〒512-0911

バビア　悠022443

TEL 059-394-5396

きこ．ｄｅｓｉｇｎ －2402無個

建１大１
三重県三重郡菰野町菰野４７６６－３〒510-1233

藤岡　輝幸022444

TEL 059-396-3098

石恵工業 －2402無個

土１と１
三重県三重郡菰野町竹成１４－５〒510-1312

石井　優登022445

TEL 059-396-5216

増田工業 －2402有個

鋼１
三重県三重郡菰野町根の平６１－２〒510-1327

増田　英一郎022446

TEL 059-332-6768

（株）光研 10,000 －2402有法

機１
三重県四日市市午起３－１１－６〒510-0023

柏井　裕貴022447

TEL 059-340-7527

（株）むらた建設 3,000 －2402無法

建１
三重県四日市市山分町４２３－３〒512-8041

村田　和之022448

TEL 059-340-0399

グループサポート（株） 10,000 －2402有法

通１消１
三重県四日市市鵜の森２－１２－１７〒510-0074

竹内　裕022449

TEL 059-394-2185

共栄工事（株） 3,000 －2402無法

電１
三重県三重郡菰野町大字千草６４５８－２７０〒510-1251

山口　覚司022450

TEL 059-340-3671

（株）Ｊプランニング 5,000 －2402有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県三重郡菰野町大字榊９３６－２９〒510-1325

志賀　和博022451
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TEL 059-348-3229

倉地工業（株） 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市追分２－５－１８〒510-0882

倉地　信一022452

TEL 059-340-9916

（株）横建 5,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県四日市市中部５－８〒510-0082

横山　浩康022453

TEL 059-337-8457

（株）稲垣工機 5,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市七つ屋町８７〒510-0856

稲垣　克巳022454

TEL 059-340-4416

（株）善機工 1,000 －2402無法

と１
三重県四日市市野田２－３－２９〒510-0815

山下　善弘022455

TEL 059-393-2758

（株）晋栄機工 5,000 －2402無法

と１機１
三重県三重郡菰野町大字下村１６７７〒510-1225

中嶋　隆仁022456

TEL 059-329-5254

浜口工業 －2402無個

管１
三重県四日市市万古町８－２０－２０１ラウムズ阿倉川〒510-0804

濵口　真行022457

TEL 059-336-5616

（株）大昇工業 5,000 －2402無法

機１
三重県四日市市生桑町２１２１－２２〒512-0911

脇田　昇022458

TEL 059-347-3863

（株）大翔管工業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市采女町４１６４－２〒510-0954

舘　大地022459

TEL 059-338-7025

（株）ＮＥＳＴ 5,000 －2402無法

電１通１
三重県四日市市あかつき台３－８－５〒512-8046

後藤　直輝022460

TEL 059-339-2711

ＨＳＳ（株） 9,000 －2402有法

土１と１舗１解１
三重県四日市市市場町９６６－２〒512-1302

竹中　照明022461

TEL 059-361-2290

（株）コーストメイト 40,000 －2402無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県四日市市大字羽津４５０２〒510-0012

竹村　仁志022462

TEL 080-5530-0666

三水建設（合） 5,000 －2402無法

内１
三重県四日市市大字茂福６９７－１〒510-8027

武田　政浩022463

TEL 059-364-5789

（株）谷井工業 5,000 －2402無法

と１機１
三重県四日市市平津町１０３８－１１〒512-8042

谷井　大助022464
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TEL 059-351-1330

後藤化学（株） 50,000 －2402有法

機１
三重県四日市市三栄町２－１５〒510-0068

田中　尚022465

TEL 059-351-0781

新日本計器（株） 10,000 －2402無法

機１
三重県四日市市新正３－１５－３〒510-0064

片桐　章022466

TEL 059-393-3455

（株）伊勢國産業 5,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県三重郡菰野町大字宿野１２１４〒510-1232

山下　真矢022467

TEL 059-329-5344

（株）平野塗装 3,000 －2402無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県四日市市小古曽東１－３－４３〒510-0951

平野　裕司022468

TEL 059-322-1687

有竹電機（有） 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市貝塚町２５８１〒510-0956

有竹　毅史022469

TEL 059-329-5185

ＹＵＳＡＮ －2402無個

塗１防１
三重県四日市市大字羽津１０１８－１１〒510-0012

田室　小弥太022470

TEL 059-327-5632

エイチケイ（株） 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市南坂部町３ー６〒512-0914

堀田　陽介022471

TEL 059-332-8781

（株）佑輝設備 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市大字西阿倉川１５１０－１５〒510-0812

篠原　実022472

TEL 059-328-5562

（株）シンリュウ 5,000 －2402無法

土１と１舗１
三重県三重郡菰野町大字下村９７７－１５１〒510-1255

東村　隆嗣022473

TEL 059-325-7919

柚木工業 －2402無個

管１
三重県三重郡菰野町大字小島４１７－７８〒510-1323

柚木　孝之022474

TEL 059-327-7181

Ａｒｃｈｉｓｈ　Ｄｅｓｉｇｎ（株） 9,000 －2402無法

建１大１
三重県四日市市芝田１－１－６〒510-0822

寺田　司022475

TEL 059-320-2775

（株）ＴＡＫＵＭＩ 5,000 －2402無法

鋼１
三重県四日市市波木町５６４－３〒510-0961

林　卓也022476

TEL 059-329-7758

（株）裕真工業 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市平尾町３４６５〒512-1205

舘　裕大022477
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TEL 059-358-0408

エイチケンチク －2402有個

建１
三重県四日市市尾平町２６８０－３〒512-0921

堀口　真弘022478

TEL 059-328-4121

（株）ＫＳＧ 10,000 －2402有法

土１と１舗１
三重県四日市市北浜町７－１５〒510-0091

窪田　基弘022479

TEL 059-340-5637

（株）金本工業 6,000 －2402無法

管１
三重県四日市市笹川１－５０－３〒510-0944

金本　直樹022480

TEL 059-352-7544

ユナ・テック（株） 20,000 －2402有法

と１管１機１
三重県四日市市曙町８－１０〒510-0054

北村　正樹022481

TEL 059-354-2727

（株）エイワ 3,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市久保田２－１１－６〒510-0821

中岡　昭彦022482

TEL 059-328-5077

（株）テクト 1,000 －2402無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県四日市市新浜町１８－１１〒510-0024

河野　達治022483

TEL 080-1517-7688

（株）ＰＥＫ 20,000 －2402有法

管２
三重県四日市市山之一色町字奥名戸谷２０６－１８〒512-0906

北川　浩二022484

TEL 059-345-9544

まえそば空調設備 －2402無個

管１
三重県四日市市采女が丘２－２３〒510-0953

前岨　洋介022485

TEL 059-333-7080

（有）テクノ・ステージ 3,000 －2402無法

機１
三重県四日市市新浜町１８－１２〒510-0024

川﨑　孝022486

TEL 059-329-7323

（株）アールテック 2,000 －2402無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県四日市市下海老町５５０－２〒512-1203

若林　勇気022487

TEL 059-328-5787

（株）真正 2,000 －2402無法

と１
三重県四日市市高角町２５９５－１〒512-0923

藤井　真吾022488

TEL 059-325-6355

（株）伸栄工業 1,000 －2402無法

管１
三重県三重郡朝日町大字柿１４８５〒510-8103

大黒　伸也022489

TEL 059-340-7874

（有）創光建設 10,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市塩浜本町３－６４－１〒510-0854

田中　利幸022490
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TEL 059-327-6710

（株）ナカヨシ工務店 1,000 －2402無法

塗１
三重県三重郡川越町大字当新田３６３－１〒510-8111

小西　忠政022491

TEL 059-353-1319

東万ファクトリー（株） 5,000 －2402無法

建１と１園１
三重県四日市市城東町２２－５〒510-0824

鈴木　理雄022492

TEL 059-345-0988

（株）内部Ｅｎｇ 5,000 －2402有法

土１と１舗１
三重県四日市市楠町北五味塚２４〒510-0103

河村　真徳022493

TEL 059-346-3662

（株）クラシゲ冷機 5,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市日永２－４－１〒510-0885

蔵重　洋司022494

TEL 059-336-6418

（株）アクティブジャパン 9,500 －2402有法

機１
三重県四日市市諏訪栄町２－３生和第３ビル６階〒510-0086

玉城　保022495

TEL 059-338-9805

（株）波田土建 1,000 －2402無法

土１と１
三重県四日市市朝明町２５２８－１９〒512-8054

波田　哲男022496

TEL 059-390-3488

（株）佐トカン 1,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市大谷台２－１６２２－１５３〒512-0901

佐藤　法夫022497

TEL 059-329-5849

（株）三成ペイント 500 －2402無法

塗１
三重県四日市市坂部が丘２－１－１５９〒512-0905

堀田　成年022498

TEL 059-358-0172

（株）晃エンジニアリング 2,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市釆女町９９－９〒510-0954

新川　晃史022499

TEL 059-344-3807

Ｋプラントエンジニアリング（株） 9,500 －2402無法

機１
三重県四日市市羽津中２－２－１０〒510-0002

近藤　裕介022500

TEL 059-327-2136

安田電設 －2402無個

電１
三重県四日市市桜台１－１０－７〒512-1214

安田　竜二022501

TEL 059-358-7800

（株）丸商 30,000 －2402有法

解１
三重県四日市市城西町１３－２８第二大誠ビル３階〒510-0829

河本　貴裕022502

TEL 059-355-9165

市川設備工業（株） 1,000 －2402無法

管１鋼１機１
三重県四日市市諏訪町１３－８－１５０６〒510-0085

市川　允022503
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TEL 059-325-4100

（有）ステージ 3,000 －2402無法

内１機１
三重県四日市市あがたが丘３－１８〒512-1202

北住　克久022504

TEL 059-337-8750

（有）雅工商 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市高角町字境田２５４３－２〒512-0923

稲垣　健一022505

TEL 059-356-8125

（有）ハンドリース三重 3,000 －2402無法

内１
三重県四日市市中浜田町５－１１〒510-0065

岡田　光博022506

TEL 059-349-0757

（株）ＦＰサポート 3,000 －2402無法

消１
三重県四日市市大池町３０〒510-0866

服部　雄大022507

TEL 059-340-6217

新成機工（株） 5,000 －2402無法

機１
三重県四日市市大字西阿倉川３１５－４〒510-0812

三嶋　政信022508

TEL 059-324-6645

ＫＴＹ －2402無個

管１
三重県四日市市坂部台１－１１９５－２６〒512-0908

堀江　功也022509

TEL 059-363-7866

（株）藤澤組 1,000 －2402無法

と１
三重県三重郡川越町大字豊田一色４８５－５〒510-8123

藤澤　貴昭022510

TEL 059-327-5750

（株）クロスポ 10,000 －2402無法

建１と１塗１
三重県三重郡朝日町縄生８６１〒510-8101

福田　貴之022511

TEL 059-397-5210

宮本建築 －2402無個

建１大１
三重県四日市市楠町本郷１６３６－１〒510-0106

下濱　光行022512

TEL 059-327-1103

（株）藤田組 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市桜台２－５－１１５〒512-1214

藤田　弘樹022513

TEL 059-345-0904

（株）真田工業 5,000 －2402有法

電１鋼１
三重県四日市市追分１－４－２０〒510-0882

真田　一樹022514

TEL 059-365-7656

（株）太田組 1,000 －2402無法

と１
三重県四日市市大矢知町２６５０〒510-8034

太田　雄一022515

TEL 059-358-7842

小西塗装 －2402無個

塗１
三重県四日市市伊倉１－１－５３ポレスターブロードシティ伊倉１０５〒510-0832

小西　克己022516
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TEL 059-364-5332

（株）川瀨住設 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市大矢知町１６８６－３〒510-8034

川瀨　知彦022517

TEL 059-327-7877

（株）棲栖舎桂 5,000 －2402無法

建１
三重県四日市市三栄町５－５〒510-0068

桂山　翔022518

TEL 059-356-2500

（株）アクアス 9,900 －2402有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県四日市市伊倉１－１－４０〒510-0832

水谷　佳史022519

TEL 059-332-4322

（株）西脇工業 3,000 －2402無法

屋１
三重県四日市市山之一色町１８３６－５〒512-0906

西脇　淳022520

TEL 059-355-0505

（株）Ｍ・テック 9,000 －2402有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県四日市市御薗町２－６３〒510-0862

金谷　瑠里子022521

TEL 059-334-8700

（株）レクト 5,000 －2402無法

建１電１
三重県四日市市西坂部町３１６３－７〒512-0913

永田　英夫022522

TEL 059-363-1515

オーエックス（株） 3,000 －2402無法

と１
三重県四日市市大字羽津４６４５－１〒510-0012

小川　浩希022523

TEL 059-365-9578

中村設備 －2402無個

管１
三重県四日市市富田２－１５－１５〒510-8014

中村　暁俊022524

TEL 059-363-7868

川建工業（株） 1,000 －2402無法

機１
三重県四日市市大矢知町４７６－５〒510-8034

川村　祐一郎022525

TEL 059-340-3183

大橋メタルテクノ（株） 2,000 －2402無法

屋１板１
三重県四日市市大字泊村１０５０－６６〒510-0894

大橋　康之022526

TEL 059-365-1806

髙橋材木店 －2402有個

建１
三重県四日市市富田栄町１７－１〒510-8025

髙橋　由紀彦022527

TEL 059-393-2225

（株）ＹＵＲＥＤ 1,000 －2402無法

と１
三重県三重郡菰野町大字宿野１４０１－１３〒510-1232

鈴木　伸也022528

TEL 059-324-4524

（有）市川造園 3,000 －2402無法

園１
三重県四日市市水沢町４２３８－１〒512-1105

池田　陽一022529
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TEL 059-328-5817

（株）ハス 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県四日市市富田栄町２６－２〒510-8025

陳　巴音昌022530

TEL 059-340-9977

井上電設（株） 1,000 －2402無法

電１
三重県四日市市大字六呂見７５０－２〒510-0881

井上　昭仁022531

TEL 059-321-8649

橋口電気工事（株） 1,000 －2402無法

電１
三重県四日市市川島町６４００－２２〒512-0934

橋口　智範022532

TEL 059-329-6980

（株）プラステクノ 3,000 －2402有法

管１機１
三重県四日市市海山道町３－１０８〒510-0845

青柳　克己022533

TEL 059-339-0567

伊藤管工業（株） 2,000 －2402無法

管１
三重県四日市市市場町１７８２－２６〒512-1302

伊藤　慎也022534

TEL 059-329-5773

（株）ニシバン 3,000 －2402有法

屋１板１
三重県四日市市天カ須賀３－５－８－２〒510-8001

西村　俊亮022535

TEL 059-320-4577

（株）安藤建設 10,000 －2402無法

土１
三重県四日市市小林町３０１８－１１９〒510-0946

安藤　秀樹022536

TEL 059-364-7212

（有）エムエクスプレス 8,000 －2402有法

と１
三重県三重郡川越町大字亀崎新田５３－６〒510-8114

水原　三恵022537

TEL 059-393-3458

石夢工房 －2402無個

と１
三重県三重郡菰野町大字千草６４５０－２３〒510-1251

伊藤　正次022538

TEL 059-351-6332

（株）野堀工業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市石塚町１０－１２－７〒510-0828

野堀　稔022539

TEL 059-329-2619

アーキ防水工業 －2402無個

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県四日市市水沢町１８１１－１〒512-1105

堤　洋章022540

TEL 059-346-5611

（株）ＫＳ・ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市釆女町１５８５－１２〒510-0954

濵田　幸樹022541

TEL 059-329-7097

（株）ＦＲＯＧ　Ｍ 5,000 －2402無法

内１
三重県三重郡菰野町大字潤田１０４６－１〒510-1253

花野　まさき022542
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TEL 059-345-0009

（有）アイエス空調 3,000 －2402無法

管１
三重県四日市市川尻町２３２３－２〒510-0871

岩間　裕二022543

TEL 090-3256-9333

（株）柴田工業 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市本町１－１３－３０３〒510-0093

柴田　敏夫022545

TEL 059-336-6700

イガキ建築工房 －2402無個

建１大１屋１タ１内１
三重県四日市市川北１－１－１６〒510-8031

井垣　国大022546

TEL 059-361-2107

システム物流（株） 12,500 －2402有法

と１解１
三重県四日市市羽津４６０８－１〒510-0893

増野　宰022547

TEL 059-338-6609

大和田大工 －2402無個

建１大１屋１タ１内１
三重県四日市市あかつき台２－２－８７〒512-8046

大和田　景輔022548

TEL 059-334-8883

（株）ＪＳＫ 3,000 －2402有法

内１
三重県四日市市西阿倉川１０８５－１〒510-0812

齋藤　穣助022549

TEL 059-332-4400

エムズプラン －2402無個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１塗１内１水１
三重県四日市市小杉町６２９－１〒512-0902

水谷　純022550

TEL 059-355-6388

（株）関本創建 2,000 －2402無法

と１
三重県四日市市伊倉３－２－１３〒510-0832

関本　健二022551

TEL 059-321-8044

上條工業 －2402無個

と１
三重県四日市市貝塚町１６４－１〒510-0956

上條　信行022552

TEL 059-326-3786

ＡＣＣＥＳＳ（株） 5,000 －2402有法

と１
三重県四日市市菅原町４２２〒512-0925

西林　和也022553

TEL 059-348-7797

（株）一ノ瀬工業 5,000 －2402無法

と１
三重県四日市市大字塩浜３９９６ライブリー川合Ｇ－６〒510-0863

一ノ瀬　優022554

TEL 059-355-2066

神谷電機（株） 5,000 －2402無法

電１
三重県四日市市ときわ５－４－４６〒510-0834

神谷　剛022555

TEL 059-354-6699

宮原工業 －2402無個

管１
三重県四日市市浜田町１３－１９ロイヤルメゾンＨＡＭＡＤＡ６０２〒510-0067

宮原　毅022556
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TEL 059-394-4515

（株）吉原電機 8,880 －2402有法

電１
三重県三重郡菰野町大字大強原７２－２〒510-1222

吉原　一022557

TEL 059-390-0122

平野建設 －2402無個

建１大１屋１内１
三重県四日市市大字西阿倉川１０５９－５〒510-0812

平野　乾一022558

TEL 059-331-6087

番匠西建築 －2402無個

建１大１
三重県四日市市みゆきケ丘２－１５０４－１３１〒510-0811

西　康裕022559

TEL 059-346-3577

塩竹電気工事 －2402無個

電１
三重県四日市市采女町１６６２－７〒510-0954

塩竹　裕紀022560

TEL 059-351-5031

（株）山崎工業 5,000 －2402無法

管１
三重県四日市市西伊倉町１１－１３〒510-0831

山崎　誠022561

TEL 059-324-8765

（株）佐藤総機 1,000 －2402無法

と１
三重県四日市市京町６－１１〒510-0032

佐藤　健022562

TEL 090-8957-3571

サンフラワー（株） 5,000 －2402有法

建１
三重県四日市市新正５－４－３５〒510-0064

田中　幹久022563

TEL 059-345-1686

三共電機（株） 40,000 －2402有法

通１
三重県四日市市海山道町１－１４２５－１〒510-0855

田中　剛022564

TEL 059-428-9212

（株）ＫＡＮＡＤＥ 2,000 －2402無法

管１
三重県四日市市生桑町２３７６－１ハイライズホームＡ－２０２〒512-0911

森　一樹022565

TEL 090-8339-1850

銘美 －2402無個

内１
三重県四日市市羽津山町２２－１８〒510-0016

渡辺　謙吾022566

TEL 059-329-3007

森谷アトリエ －2402無個

建１
三重県四日市市水沢町２４３３－２〒512-1105

森　正秀022567

TEL 059-345-0241

（株）中村鉄工所 10,000 －2402有法

機１
三重県四日市市川尻町６０６－１〒510-0871

中村　久助022568

TEL 059-324-6803

ＡＮＴＳ（株） 2,000 －2402有法

建１大１屋１タ１鋼１塗１内１
三重県四日市市金場町６－２１－１０５〒510-0014

岡本　捨己022569
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TEL 059-348-2705

（株）ＴＤＫ 1,000 －2402無法

電１管１
三重県四日市市前田町３０－４８〒510-0893

高橋　英晃022570

TEL 059-322-7888

（株）安田総建 5,000 －2402無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市小山町字西北野３１７０－２〒512-1102

安田　勝022571

TEL 059-344-3345

（株）早瀬工業 1,000 －2402無法

と１
三重県四日市市下海老町４５１８〒512-1203

早瀬　淳022572

TEL 059-395-6189

（株）Ｋ２Ｋエンジニアリング 3,000 －2403無法

機１
三重県鈴鹿市一ノ宮町７６３－３〒513-0031

黒岩　候二023001

TEL 059-370-2005

（株）サインズクリエイション 3,000 －2403無法

と１鋼１
三重県鈴鹿市国府町７６５１－１６〒513-0836

江﨑　正峰023002

TEL 059-382-2641

（有）国分土建 3,000 －2403無法

土１と１
三重県鈴鹿市神戸８－３５－１〒513-0801

國分　孝広023005

TEL 059-388-1743

（株）マルヨシコーポレーション 5,000 －2403有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県鈴鹿市中江島町１９－３５〒510-0236

赤石　忠良023006

TEL 059-386-0688

（株）三重建築総合オフィス 1,000 －2403有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
三重県鈴鹿市白子駅前２８－８山伴ビル２Ｆ〒510-0241

山下　秀樹023007

TEL 059-378-3566

コサカグリーン（株） 5,000 －2403有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県鈴鹿市石薬師町４１５０〒513-0012

小坂　佳孝023009

TEL 059-368-1357

（株）堀部組 5,000 －2403無法

と１機１
三重県鈴鹿市東旭が丘４－４－１２〒510-0211

堀部　洋平023010

TEL 059-373-4710

（株）樋口総業 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市平田本町２－２２－１５〒513-0848

樋口　健吾023011

TEL 059-386-3235

（株）伊藤総建 5,000 －2403無法

土１と１舗１解１
三重県鈴鹿市稲生西２－１１－３０〒510-0204

伊藤　和也023014

TEL 059-345-5887

（株）マルヤマ 10,000 －2403無法

建１塗１防１
三重県鈴鹿市高岡台１－７－１０〒513-0019

丸山　信夫023015
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TEL 059-385-0450

エクステリアアマノ（株） 3,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市長太旭町４－９－３〒513-0042

髙阪　友厚023016

TEL 059-374-3914

（株）ｋ２企画 5,000 －2403無法

土１と１
三重県鈴鹿市石薬師町３５０７〒513-0012

川北　達也023017

TEL 059-381-7720

（株）斎藤工業 3,000 －2403無法

と１鋼１
三重県鈴鹿市南玉垣町６８７０〒513-0816

斎藤　吉浩023018

TEL 059-378-6569

（株）義工業 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市庄野町９－２２　チェレステスズカ２０１〒513-0831

鈴木　義幸023019

TEL 059-386-1328

（株）宏鉄筋 5,000 －2403無法

筋１
三重県鈴鹿市岸岡町３０９６－３２〒510-0226

亀井　信宏023022

TEL 059-369-3166

（有）Ｋ工業 20,000 －2403有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三重県鈴鹿市地子町３１６〒513-0821

見取　圭023023

TEL 0595-83-5556

Ｍ＆Ｎ計装 －2403無個

電１
三重県亀山市安知本町１０６０－３〒519-0143

石井　崇023024

TEL 059-358-0774

Ｉｔｏ　ｒｏｏｍ －2403無個

建１
三重県鈴鹿市中箕田１－２４－２１〒513-0054

伊藤　豪023025

TEL 059-395-1102

日本トラスト（株） 5,000 －2403無法

通１
三重県鈴鹿市下箕田町１２３４－２〒513-0051

青井　宏樹023026

TEL 059-378-9255

大照組 －2403無個

土１大１と１
三重県鈴鹿市国府町４９２２－２８２〒513-0836

花井　照明023028

TEL 059-384-3711

（有）三重建材 1,000 －2403無法

タ１
三重県鈴鹿市肥田町１７９〒513-0819

前川　英生023029

TEL 059-340-3278

（株）元原工業 2,000 －2403無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
三重県鈴鹿市高岡台４－１２－３９〒513-0019

元原　孝幸023030

TEL 059-370-3707

（有）ナルト 3,000 －2403無法

機１
三重県鈴鹿市住吉町８４７２〒513-0825

北口　浩二023031
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TEL 059-389-7899

（株）アーキ・エル 40,000 －2403有法

土１建２
三重県鈴鹿市南玉垣町７１３１〒513-0816

鈴木　誠023032

TEL 059-384-5559

八起建設（株） 3,000 －2403無法

土１建１大１屋１タ１鋼１内１
三重県鈴鹿市池田町字神田１２８６－３〒513-0032

荻野　公男023034

TEL 059-373-7434

（株）ｙｓｓ 5,000 －2403無法

電１通１
三重県鈴鹿市平田１－６－３７〒513-0844

山本　寿023035

TEL 059-387-8171

正建 －2403無個

土１と１舗１
三重県鈴鹿市南若松町４２９－７５〒510-0227

濵西　正和023037

TEL 059-389-6808

（株）建成 5,000 －2403無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県鈴鹿市須賀町１８５８－１〒513-0003

伊藤　健二023038

TEL 0595-98-5517

（株）ティーフラット 5,000 －2403無法

電１通１
三重県亀山市本町４－１－１８〒519-0116

平林　徹023040

TEL 059-324-6070

（株）Ｈ．Ｌ．Ｓ 5,000 －2403無法

内１
三重県鈴鹿市庄野東１－１５－２８〒513-0832

萩　裕哉023041

TEL 059-378-5255

副島内装 －2403無個

内１
三重県鈴鹿市住吉３－２８－１１〒513-0826

副島　和久023043

TEL 0595-98-5000

（株）ｂａｒｒｉｅｒ 5,000 －2403無法

タ１
三重県亀山市長明寺町５１４〒519-0214

平子　元基023044

TEL 090-8958-7919

渡部工業 －2402無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県四日市市河原田町５１３－１〒510-0874

渡部　純023046

TEL 059-371-0677

希代建設（株） 10,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市山本町４３〒519-0315

本郷　俊雄023047

TEL 059-372-1577

大昌建設（株） 8,000 －2403無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県鈴鹿市郡山町７９５－４７〒510-0263

川出　昌宏023048

TEL 059-369-0688

大杉設備工業 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市桜島町５－１４－２　フォレスト桜島５０４〒513-0817

大杉　佳正023049
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TEL 059-358-9400

（株）コウエイ 2,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県鈴鹿市三日市町１６４９－２〒513-0803

田中　武023050

TEL 059-389-5162

オーズ・ライン（株） 5,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県鈴鹿市稲生町５５５０〒510-0201

岩瀬　和彦023051

TEL 059-324-6769

豊工業（株） 1,000 －2403無法

管１機１
三重県鈴鹿市岡田１－１０－２〒513-0027

後藤　豊023052

TEL 059-374-0033

（有）小川設備 3,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市下大久保町２５６６－１〒513-1123

小川　雅史023053

TEL 059-395-6956

（株）ワイテックサービス 3,000 －2403無法

機１
三重県鈴鹿市土師町１３１２〒513-0812

岩谷　優志023054

TEL 059-388-6123

鈴鹿工房（株） 3,000 －2403有法

建１塗１
三重県鈴鹿市中旭ヶ丘２－５－７〒510-0212

八澤　進二023055

TEL 059-372-2139

（株）タイシン 5,000 －2403無法

と１解１
三重県鈴鹿市郡山町７９６－１６〒510-0263

太田　和伸023056

TEL 059-347-5231

コーエイ化工（株） 10,000 －2402有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県四日市市泊小柳町４－６〒510-0883

飯田　貴子023057

TEL 059-373-5201

（株）無限 1,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市神戸地子町３０６－１〒513-0801

岸上　アジルソン023058

TEL 059-340-3738

（株）吉川エンジニアリング 10,000 －2403無法

機１通１
三重県鈴鹿市岸岡町１８８０－６〒510-0226

吉川　泰示023059

TEL 059-371-2995

（株）みふ電工 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市長澤町３１６〒519-0314

古川　貴也023060

TEL 059-358-4854

（株）ｅ－ｌａｂ． 1,000 －2403有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
三重県鈴鹿市三日市２－１－９〒513-0807

荻野　徹023061

TEL 0595-96-8030

アイアール（株） 1,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県亀山市亀田町４６７－２３〒519-0163

池口　綾二023062
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TEL 0595-96-0412

金谷建築 －2403無個

建１
三重県亀山市関町木埼６５６－１〒519-1107

金谷　一由023063

TEL 059-374-2276

（有）シュトウ 0 －2403有法

管１
三重県鈴鹿市国分町１３５０－７〒513-0013

首藤　和也023064

TEL 059-379-0632

サンユー電気（株） 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市阿古曽町１７－１８〒513-0828

三谷　裕樹023065

TEL 0595-84-2677

（株）勢和 10,000 －2403無法

建１
三重県亀山市川合町４８－１〒519-0103

野間　あつし023066

TEL 059-370-0811

（株）石井工業 5,000 －2403無法

鋼１
三重県鈴鹿市国府町８１７７〒513-0836

石井　直樹023067

TEL 059-385-5154

庭匠三谷造園 －2403有個

園１
三重県鈴鹿市北長太町２５２－１〒513-0049

三谷　竜哉023068

TEL 059-358-0904

（株）中西組 2,000 －2403無法

土１と１
三重県鈴鹿市江島町１７４１〒510-0237

宮永　兼重023069

TEL 059-382-3665

すずき建築 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市西条２－８－７〒513-0809

鈴木　隆史023070

TEL 0595-83-4800

山川左官創業。 －2403無個

左１
三重県亀山市阿野田町２１５０〒519-0137

山川　政生023071

TEL 059-389-7080

（株）渕上電機 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市岡田３－６－１９〒513-0027

淵上　大輔023072

TEL 059-370-7223

（株）ユーテック 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市大池２－２９－２５〒513-0827

真崎　稔023073

TEL 059-372-2916

（株）シーエンス 5,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市郡山町６６３－８５７〒510-0263

森下　真后023074

TEL 059-384-1355

ジャパンテクニカル（株） 20,000 －2403有法

土１と１石１鋼１舗１機１水１解１
三重県鈴鹿市桜島町５－１２－１４〒513-0817

中屋敷　孝人023077
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TEL 059-370-8038

（株）坂井工業 3,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市三畑町５０７９－１６５〒519-0322

坂井　晋也023078

TEL 0595-83-4571

渡邉電気 －2403無個

電１
三重県亀山市羽若町８３７－３０〒519-0164

渡邉　孝則023079

TEL 059-389-7606

マツムラ工業（株） 5,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
三重県鈴鹿市北長太町２６０－１１〒513-0049

松村　翔太023080

TEL 059-386-2618

エイチエス（株） 5,000 －2403無法

と１電１
三重県鈴鹿市稲生塩屋２－１２－１８〒510-0207

樋口　宗司郎023081

TEL 059-371-0748

（有）加藤緑化 3,000 －2403有法

園１
三重県鈴鹿市山本町１２０３〒519-0315

荒山　博喜023082

TEL 059-385-2525

小濵電技（株） 20,000 －2403有法

電１管１消１
三重県鈴鹿市若松東２－１６－３８〒510-0225

濵北　吉平023083

TEL 059-373-6561

（株）ナチュラル建築計画 5,000 －2403無法

建１大１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市住吉５－１－１〒513-0826

河村　秀美023084

TEL 059-324-3421

アロウズ設計鎌田一級建築士事務所 －2403有個

建１大１屋１管１タ１内１
三重県鈴鹿市若松東２－１－１８〒510-0225

鎌田　伸吾023085

TEL 059-373-4189

ＴＡＣメンテナンス（株） 1,000 －2403有法

管１
三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ５９０５－１７〒510-0208

髙野　敦仁023086

TEL 059-373-7918

仲村組 －2403無個

左１
三重県鈴鹿市石垣２－３－２２バンベール鈴鹿２０８〒513-0855

仲村　隆一郎023087

TEL 059-386-1323

ウイズよしむら －2403無個

電１
三重県鈴鹿市江島本町１４－１６〒510-0234

吉村　浩一023089

TEL 059-378-0035

鈴鹿電気工業所 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市高塚町１０６５－１４〒513-0011

長谷川　　次023090

TEL 059-378-4610

ＨＹＲ企画 －2403無個

建１大１
三重県鈴鹿市住吉町８３０６〒513-0825

森田　亮平023091
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TEL 059-382-9917

大平原建設 －2403無個

大１
三重県鈴鹿市神戸６－１４－１〒513-0801

大平原　純一023092

TEL 059-387-4080

鳥居組 －2403無個

大１
三重県鈴鹿市岡田２－１８－５〒513-0027

鳥居　俊輔023093

TEL 059-382-6598

佐原塗装 －2403無個

塗１
三重県鈴鹿市東玉垣町５００－１２５〒513-0814

佐原　真一023094

TEL 059-368-0195

（株）クラフトワークス 3,000 －2403無法

機１
三重県鈴鹿市池田町字櫛引１１０３－５〒513-0032

新山　敦史023095

TEL 059-367-1688

総合防災ナカテック －2403無個

電１消１
三重県鈴鹿市算所５－１４－２１〒513-0806

中島　潤023096

TEL 0595-85-0399

岩田板金 －2403無個

屋１板１
三重県亀山市両尾町３４４－１〒519-0222

岩田　光宜023097

TEL 0595-83-5197

（株）豊田組 5,000 －2403無法

と１
三重県亀山市野村３－１８－６〒519-0165

豊田　三長023098

TEL 059-386-1118

（株）第一不動産販売 19,500 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市桜島町７－１６－３〒513-0817

安田　武史023099

TEL 059-383-1435

英興業 －2403無個

と１
三重県鈴鹿市上箕田１－１７－２〒513-0056

古田　英之023100

TEL 059-383-9761

末広工業 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市竹野２－５－７－１〒513-0025

末廣　正彦023101

TEL 059-374-2277
ｉｎｇ
（株）ｓｍｉｌｅ　ｓｐａｃｅ　ｐｌａｎｎ 5,000 －2403無法

と１園１
三重県鈴鹿市自由ヶ丘４－１３－１２〒513-1124

加藤　丈幸023102

TEL 059-382-8617

（株）松岡工業 3,000 －2403有法

鋼１
三重県鈴鹿市竹野１－１９－７〒513-0025

松岡　ロベルト023103

TEL 059-386-8136

石川鋼業（株） 5,000 －2403無法

筋１
三重県鈴鹿市岸岡町３６４９－１〒510-0226

吉田　孝雄023104
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TEL 0595-82-2134

（株）ナルミ 5,000 －2403有法

と１屋１板１
三重県亀山市安知本町２０１３－１〒519-0143

櫻井　成美023105

TEL 090-4070-1234

森工業 －2403無個

機１
三重県鈴鹿市庄野羽山３－２－１０〒513-0834

森　喜代子023106

TEL 059-392-7575

（株）とわの巧創 5,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市稲生塩屋３－２２－２５〒510-0207

伊藤　雅人023107

TEL 059-344-3984

Ｋ　ｐｒｏｊｅｃｔ －2403無個

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県鈴鹿市秋永町２０９４〒510-0258

河内　良太023108

TEL 059-358-6729

（株）美鷹 5,000 －2403無法

と１園１
三重県鈴鹿市自由ヶ丘４－１０－２４〒513-1124

加藤　崇023109

TEL 059-371-3272

土洋 －2403無個

土１と１舗１
三重県鈴鹿市伊船町２３３６－１〒519-0323

伊藤　洋道023110

TEL 059-378-7012

英進工業 －2403無個

土１と１管１舗１
三重県鈴鹿市阿古曽町６－３〒513-0828

原　英喜023111

TEL 059-387-0886

山菱管工（株） 5,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市南旭が丘３－６－１０〒510-0213

山本　哲也023112

TEL 090-7025-9068

青木電気 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市南江島町２－１０プレイズ白子１５０３〒510-0235

青木　淳023113

TEL 0595-96-8480

（株）永都 1,000 －2403無法

屋１板１
三重県亀山市栄町１４８７－１９５コーポ栄２２号〒519-0111

川邊　拓馬023114

TEL 059-390-1538

（株）Ｔグループ 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市御薗町２２８６－１〒510-0261

津村　幸太023115

TEL 059-382-7842

前村鈑金 －2403無個

板１
三重県鈴鹿市池田町１１５６－９〒513-0032

前村　俊一023116

TEL 059-371-1382

伊藤電気工事 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市小岐須町９８９〒519-0316

伊藤　幸夫023117
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TEL 059-384-0207

安藤基礎土木（株） 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市東玉垣町２６９６－３〒513-0814

安藤　明治023118

TEL 0595-85-2205

西村設備 －2403無個

管１
三重県亀山市安坂山町１５２８〒519-0223

西村　隼人023120

TEL 0595-85-2810

ｍｓｍテック －2403無個

絶１
三重県亀山市田村町１３６３－１１〒519-0213

松原　永樹023121

TEL 059-379-5105

大門工業 －2403無個

土１と１管１舗１
三重県鈴鹿市弓削２－１－２６〒513-0842

大門　正道023122

TEL 059-384-5257

（株）シーアイエル 5,000 －2403無法

電１機１
三重県鈴鹿市安塚町１５０１〒513-0818

三島　敏也023123

TEL 059-372-2990

（有）佳起建設 5,000 －2403有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県鈴鹿市郡山町１１５１－２〒510-0263

中西　一起023124

TEL 0595-83-0144

トレジャーホーム（株） 20,000 －2403有法

土１建１と１管１鋼１舗１塗１水１
三重県亀山市北町６－１５〒519-0118

池村　昭人023125

TEL 059-395-6077

ユーピーｆｌｏｗ（株） 3,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市三日市南１－４－１６〒513-0804

松尾　進二023126

TEL 059-318-2767

高橋設備 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市一ノ宮町１３１６－６〒513-0031

高橋　史明023127

TEL 0595-83-3676

（有）前田設備 5,000 －2403無法

土１と１管１舗１
三重県亀山市みずきが丘２２－１１〒519-0181

前田　光夫023128

TEL 059-372-2541

五色建設 －2403無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県鈴鹿市郡山町２－４〒510-0263

伊藤　龍二023129

TEL 059-395-6907

（株）尾﨑工業 5,000 －2403無法

解１
三重県鈴鹿市国府町８８３－１２〒513-0836

尾﨑　俊一023130

TEL 059-384-5161

（株）飯田テクノ 3,000 －2403無法

管１機１
三重県鈴鹿市土師町５４７－４〒513-0812

飯田　浩明023131
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TEL 059-387-7819

（株）ＹＥＳ 3,000 －2403有法

電１
三重県鈴鹿市中江島２９－１８　１０１〒510-0236

矢田　昌也023132

TEL 059-370-0148

（有）アイケー電機 10,000 －2403無法

電１通１
三重県鈴鹿市国府町７６７８－１９〒513-0836

菊田　勝昭023133

TEL 059-386-1423

（有）南部建設 3,000 －2403有法

土１と１解１
三重県鈴鹿市寺家２－１０－３７〒510-0254

南部　年樹023134

TEL 059-395-2800

（株）渡辺建装 1,000 －2403無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県鈴鹿市長太新町３－２－１４〒513-0041

渡辺　充023135

TEL 059-371-8233

（株）ヒロカン 5,000 －2403有法

管１鋼１
三重県鈴鹿市長澤町１１１４－１〒519-0314

岡　裕之023136

TEL 059-373-6566
ＨＯＰ
（株）ＧＬＡＤ　ＤＥＳＩＧＮ　ＷＯＲＫＳ 1,000 －2403有法

内１
三重県鈴鹿市桜島町７－２－１３〒513-0817

森川　恒023137

TEL 090-3153-2999

開発工業（株） 500 －2403有法

土１と１解１
三重県鈴鹿市小田町１０６１－４〒513-0007

吉田　孔顕023138

TEL 059-370-5644

（株）フクギ 3,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市広瀬町３０７６〒513-0001

服部　義幸023139

TEL 059-384-7377

（有）トクセイ工業 3,000 －2403有法

機１
三重県鈴鹿市安塚町１５０４－１〒513-0818

徳本　政義023140

TEL 059-372-1519

三秀建設（株） 5,000 －2403無法

解１
三重県鈴鹿市三宅町３６８５－６〒510-0265

飯場　秀樹023141

TEL 059-387-7730

（株）木村製缶工業 2,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市岸岡町３５０３－５〒510-0226

木村　明文023142

TEL 059-389-7236

庭秋造園 －2403有個

園１
三重県鈴鹿市三宅町２０５０〒510-0265

加藤　敦宏023143

TEL 090-7695-4004

八木工業 －2403無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市弓削町６３７－２〒513-0841

八木　竜司023144
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TEL 059-382-5556

久畑防災（株） 3,000 －2403有法

消１
三重県鈴鹿市北玉垣町１７７９－１０〒513-0813

久畑　吉宣023145

TEL 059-389-6001

喜田設備工業 －2403無個

管１
三重県鈴鹿市寺家町１４９９－３〒510-0253

喜田　正規023146

TEL 0595-85-2506

（株）ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ 5,000 －2403無法

建１鋼１
三重県亀山市両尾町３４３１－１〒519-0222

谷口　智士023147

TEL 059-386-2770

エムテック －2403無個

絶１
三重県鈴鹿市南若松町４０３－１５〒510-0227

宮川　健023148

TEL 059-389-7667

西浦鉄筋 －2403無個

筋１
三重県鈴鹿市算所３－１５－２０　セリーヌ陽光３Ｃ〒513-0806

西浦　宏靖023149

TEL 059-380-5533

（株）ジュウタック 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市稲生町５５６３〒510-0201

音羽　光子023150

TEL 059-372-1255

伊藤電設 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市郡山町１６９６－３〒510-0263

伊藤　邦明023151

TEL 059-373-5485

（株）日昇建設 5,000 －2403無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県鈴鹿市南若松町３１９４〒510-0227

阿部　隼人023152

TEL 059-389-7353

（株）地生 1,000 －2403無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県鈴鹿市国府町８１７８〒513-0836

岸　弥生023153

TEL 059-383-5151

ユウシン住建 －2403無個

大１
三重県鈴鹿市南玉垣町６８４１〒513-0816

山宿　晋宏023154

TEL 059-395-6866

（株）三幸土建 5,000 －2403無法

建１
三重県鈴鹿市庄野町９－２２チェレステＳＵＺＵＫＡ３０３〒513-0831

岡本　純023155

TEL 059-380-6911

（株）サンウッド 10,000 －2403有法

建１大１左１屋１タ１板１塗１防１内１具１
三重県鈴鹿市白子町３４６５－１〒510-0244

鈴木　日出巳023156

TEL 059-385-1185

和技建（株） 5,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県鈴鹿市長太新町４－１４－１０〒513-0041

塚田　和美023157
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-385-7320

（有）キムラ組興業 3,000 －2403無法

解１
三重県鈴鹿市若松東１－２２－１３〒510-0225

木村　幸一023158

TEL 0595-97-3241

臼井組 －2403無個

と１解１
三重県亀山市安知本町９０６－１〒519-0143

臼井　羊一023159

TEL 059-383-5847

オフィス　エム －2403無個

建１
三重県鈴鹿市上箕田町２６６９－２〒513-0055

松葉　敏史023160

TEL 059-388-5256

（株）ＴＥＸＸ 5,000 －2403無法

機１
三重県鈴鹿市南玉垣町４５４５－３７〒513-0816

戸谷　猛023161

TEL 059-395-0886

中川工業（株） 1,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市下箕田４－１５－５グリーンビレッジＤ２０２〒513-0052

中川　マリ子023162

TEL 0595-98-5432

まつきひら建築 －2403無個

建１
三重県亀山市川崎町４８１９－２〒519-0211

松木平　真司023163

TEL 059-385-4079

（株）矢田建築 5,000 －2403無法

建１大１
三重県鈴鹿市南堀江１－１８－８サンライズ箕田駅前ハイツＢー２０２〒513-0046

矢田　浩一023164

TEL 059-371-0194

（合）落合工業 100 －2403無法

管１機１
三重県鈴鹿市西庄内町３７６０〒519-0271

落合　憲治023165

TEL 059-392-5630

ナッジ（株） 5,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市中江島町２－９〒510-0236

淺野　裕史023166

TEL 059-372-0920

平井左官工業（株） 5,000 －2403無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
三重県鈴鹿市三宅町１５５１－１〒510-0265

平井　政司023167

TEL 090-7702-5503

（有）深美インターナショナル 3,000 －2403有法

電１
三重県鈴鹿市飯野寺家町１２４〒513-0802

深美　大藏023168

TEL 090-6099-9242

鈴栄板金 －2403無個

屋１
三重県鈴鹿市秋永町３８３〒510-0258

河内　康平023170

TEL 059-369-0805

徳丸工業（株） 5,000 －2403無法

と１解１
三重県鈴鹿市岸岡町３１３２－１２６〒510-0226

德丸　敏行023171
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令和 3年 3月末日 現在　　
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三重県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-382-0146

鈴鹿工機（株） 10,000 －2403有法

機１
三重県鈴鹿市神戸本多町６８４〒513-0801

澤田　尚紀023172

TEL 059-373-5108

（株）ライズ電設 1,000 －2403無法

電１管１
三重県鈴鹿市若松東２－８－１〒510-0225

山本　健太023173

TEL 059-324-3585

竹本鉄筋工業 －2403無個

筋１
三重県鈴鹿市岡田１－１３－３６〒513-0027

竹本　吉男023174

TEL 0595-82-9110

龍建工業 －2403無個

建１と１
三重県亀山市阿野田町１０９５－１４〒519-0137

小林　稔和023175

TEL 059-379-2314

吉田建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市平田本町２－１２－３７〒513-0848

吉田　哲023176

TEL 059-374-1403

松永工業 －2403無個

鋼１
三重県鈴鹿市石薬師町１１５５－１０〒513-0012

松永　和馬023177

TEL 059-386-7124

（有）矢野電気 3,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市南旭が丘３－３－７〒510-0213

矢野　辰樹023178

TEL 059-344-1143

（株）Ｈ－ＰＲＯＭＯ 5,000 －2403無法

具１
三重県鈴鹿市庄野町１０９６－６〒513-0831

長谷川　真治023179

TEL 059-358-5016

日髙組 －2403無個

土１と１舗１解１
三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ１３－４３〒510-0208

日髙　正男023180

TEL 059-358-4604

ＺＥＲＯ －2403無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市岸岡町３１７５－２〒510-0226

金　英寿023181

TEL 059-389-6007

小山建装 －2403有個

防１
三重県鈴鹿市西玉垣町１６４２－１〒513-0815

小山　健二023182

TEL 059-371-2794

大久保電工 －2403無個

電１
三重県鈴鹿市大久保町１７８〒519-0311

織田　孝行023183

TEL 059-389-7849

坂工業 －2403無個

と１解１
三重県鈴鹿市西冨田町８３１－３〒513-0008

坂　洋輔023184
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-388-6994

（株）中部施工 9,000 －2403無法

塗１防１
三重県鈴鹿市江島台１－３－２〒510-0231

小倉　周023185

TEL 059-378-6382

（有）伸興設備 3,000 －2403有法

管１消１
三重県鈴鹿市住吉町５７６９－７〒513-0825

三浦　吾一023186

TEL 059-384-0155

きたうら建設（株） 5,000 －2403無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県鈴鹿市竹野２－１９－１〒513-0025

北浦　正023187

TEL 059-386-1240

灯お木（株） 1,000 －2403有法

建１大１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市白子４－１５－２０〒510-0243

佐々木　剛023188

TEL 090-3259-4333

（株）ＭＩＥ　ＳＨＥＥＴ　ＭＥＴＡＬ 500 －2403無法

板１
三重県亀山市阿野田町９３５－８〒519-0137

藤井　一夫023189

TEL 0595-81-9125

（株）サン＆ムーン 1,000 －2403無法

と１解１
三重県亀山市三寺町１７７－１〒519-0135

吉田　皇023190

TEL 059-385-3754

千原工業（株） 5,000 －2403無法

と１管１鋼１機１
三重県鈴鹿市若松北２－２３－２４〒510-0223

千原　浩二023191

TEL 0595-98-6878

櫻井工業 －2403無個

建１大１屋１管１タ１内１
三重県亀山市関ケ丘５２１－１９４〒519-1119

櫻井　優023192

TEL 059-318-4714

山長建設 －2403無個

大１
三重県鈴鹿市岸岡町１４０４－５８〒510-0226

水谷　昭文023193

TEL 059-370-6021

ｓｋｙ（株） 1,000 －2403無法

絶１
三重県鈴鹿市国府町９１４〒513-0836

濵浦　宏和023194

TEL 059-382-0790

田中鉄工所 －2403無個

建１鋼１
三重県鈴鹿市地子町８３０－３〒513-0821

田中　健一023195

TEL 059-399-7723

（株）エンスージアズム東海 1,000 －2403無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県鈴鹿市長太新町２－９－２０〒513-0041

内田　洋輔023196

TEL 059-373-5373

イシダ機設 －2403無個

機１
三重県鈴鹿市飯野寺家町６９１－２〒513-0802

石田　貴幸023197
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三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-370-0908

（株）ＩＴＯ 1,000 －2403無法

建１大１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市平野町字丸山４７６－３〒513-0835

伊東　憲一023198

TEL 059-386-2129

（株）ナガシマ 5,000 －2403無法

屋１板１
三重県鈴鹿市野町西１－１－１〒510-0218

國枝　直人023199

TEL 0595-98-4533

（株）ニシカワ 5,000 －2403無法

電１機１
三重県亀山市川崎町字貢４６７５－１〒519-0211

西川　裕023200

TEL 059-399-7071

（有）向和電業 3,000 －2403無法

電１
三重県鈴鹿市中江島町７－２２〒510-0236

西口　和成023201

TEL 059-324-7698

山宝（株） 5,000 －2403無法

と１管１
三重県鈴鹿市道伯３－４－３４〒513-0823

佐川　永俊023202

TEL 059-378-3566

小坂農園 －2403有個

園１
三重県鈴鹿市石薬師町４１５０〒513-0012

小坂　禎男023203

TEL 059-385-6757

（株）マキゾエ 1,000 －2403無法

管１
三重県鈴鹿市長太栄町１－２－１５〒513-0043

牧添　正治023204

TEL 090-9126-0961

（株）川北板金 5,000 －2403無法

屋１板１
三重県鈴鹿市上野町１１６６－１〒513-0017

川北　耕司023205

TEL 059-358-6789

（株）ノックスインダストリーズ 1,000 －2403無法

土１と１舗１
三重県鈴鹿市野辺１－５－２５〒513-0024

村田　健介023206

TEL 059-383-2239

（株）西村組 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市十宮３－９－１３〒513-0037

西村　光宏023207

TEL 059-388-3600

（有）ゲンキエム 3,000 －2403無法

土１と１電１
三重県鈴鹿市南旭が丘２－１４－３４〒510-0213

小野　武夫023208

TEL 059-372-1929

矢田組 －2403無個

大１
三重県鈴鹿市郡山町２００２－１４７〒510-0263

矢田　秀樹023209

TEL 059-373-5332

ＳＴＫ（株） 3,000 －2403無法

機１
三重県鈴鹿市南玉垣町２３９４－３〒513-0816

杉野　雅紀023210
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TEL 059-358-7605

笠井建設 －2403無個

土１と１解１
三重県鈴鹿市道伯２－１６－９〒513-0823

笠井　俊介023211

TEL 059-392-7979

谷口総建（株） 3,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市長太旭町５－１－１０〒513-0042

谷口　幸司023212

TEL 059-369-2330

ＫＡＮＡ鉄工 －2403無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市桜島町１－１７－１１〒513-0817

鈴木　隆夫023213

TEL 059-371-8107

（株）ＡＪプラント 10,000 －2403有法

機１
三重県鈴鹿市椿一宮町１５６１－８〒519-0312

横山　豊023214

TEL 059-324-8469

ＮＩＣ －2403無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県鈴鹿市西庄内町４７６３－２〒519-0271

中川　永史023215

TEL 059-395-6160

（株）ＨＥＹＴＥＣＨ 5,000 －2403無法

と１管１
三重県鈴鹿市南旭が丘３－７－５〒510-0213

小坂　和平023216

TEL 059-385-6822

（株）ナルテック 5,000 －2403無法

と１機１解１
三重県鈴鹿市若松北３－１４－１１〒510-0223

生川　裕紀023217

TEL 059-374-4702

（株）ナカヒロ 100 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市高岡台５－１３－８〒513-0019

田中　素子023218

TEL 059-378-0390

（株）スズカ未来 67,800 －2403有法

機１
三重県鈴鹿市国府町７６７８－７〒513-0836

末松　正裕023219

TEL 059-358-6359

МＩ －2403有個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県鈴鹿市稲生塩屋２－６－１９〒510-0207

稲嶺　盛一023220

TEL 059-325-7279

（株）イトウ工業 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市深溝町３０４１〒519-0321

伊藤　浩二023221

TEL 059-388-9717

渥美板金工業 －2403無個

屋１板１
三重県鈴鹿市稲生２－２１－３２〒510-0205

渥美　武史023222

TEL 059-392-9393

（株）ＳＴＩＬＯ 1,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市木田町６９４－３５〒513-0015

坂井　奨023223
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TEL 0595-86-4201

キシザキ技建 －2403無個

防１
三重県亀山市関ヶ丘５２１ー５６４〒519-1119

岸﨑　宏紀023224

TEL 059-388-1459

ＮＥＸＵＳ（株） 5,000 －2403無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県鈴鹿市寺家６－１９－１２〒510-0253

柏木　剛023225

TEL 059-378-4812

（株）ケークラフト 1,000 －2403無法

建１大１と１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市八野町５２２〒513-0837

川合　敦023226

TEL 059-386-6669

ツツミ考房 －2403無個

内１
三重県鈴鹿市東磯山４－８－１１磯山ハイツ１０２〒510-0257

堤　哲夫023227

TEL 059-389-6534

伊勢の森工務店（株） 3,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市国府町４０３２－１〒513-0836

佐々木　良司023228

TEL 059-324-6520

Ｋ・Ｙ・Ａ（株） 5,000 －2403無法

建１大１屋１タ１内１
三重県鈴鹿市林崎２－１５－２６〒513-0058

志村　健023229

TEL 059-384-7974

オギノ工業（株） 5,000 －2403無法

と１
三重県鈴鹿市東玉垣町２７６６ー３〒513-0814

荻野　浩明023230

TEL 059-324-7141

アイ・ティー設備工業 －2403無個

電１管１
三重県鈴鹿市池田町１１１２〒513-0032

德尾　誠一郎023231

TEL 059-378-5705

（株）ロジカルアイ 30,000 －2403有法

機１
三重県鈴鹿市国府町７７５６－５〒513-0836

村山　晃一023232

TEL 0595-86-4980

（株）侑愛 3,000 －2403無法

と１
三重県亀山市能褒野町６５ー６２〒519-0212

松本　真侑023233

TEL 059-373-5273

誠建築 －2403無個

建１
三重県鈴鹿市若松西４－５－１０〒510-0222

橋口　誠023234

TEL 090-5610-0959

（株）佐野建築 5,000 －2403無法

建１大１
三重県鈴鹿市庄野羽山２－６－２６〒513-0834

佐野　和彦023235

TEL 059-386-2477

ｃ－ｈｏｍｅ（合） 5,000 －2403有法

建１
三重県鈴鹿市稲生町８８００－１２〒510-0205

服部　洋二023236
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TEL 059-255-6211

（株）エコライフ 3,000 －2404有法

建１塗１防１
三重県津市戸木町５４４９－３〒514-1138

笹尾　浩和024003

TEL 059-262-3936

輝建 －2404無個

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１水１解１
三重県津市白山町二本木１００１－３１０〒515-2602

中村　慎次024004

TEL 059-255-2003

（株）マルキン 3,000 －2404有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
三重県津市久居明神町１６１５－１〒514-1101

金森　政貴024005

TEL 059-230-4777

青木電設 －2404無個

電１
三重県津市豊が丘１－１９－７〒514-2222

青木　真一024007

TEL 059-235-4763

円座鋼業 －2404無個

筋１
三重県津市一志町井関１３５３－３〒515-2521

円座　奈帆斗024008

TEL 059-261-4138

エス・ティ・マテリアル（株） 2,000 －2404無法

通１
三重県津市南中央７－１４〒514-0832

三島　武024009

TEL 059-213-6767

スイコーサービス（株） 1,000 －2404有法

機１
三重県津市桜田町５－１０〒514-0047

福山　只夫024010

TEL 059-271-7595

ＺＥＲＯ建設（有） 13,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市豊が丘４－３５－１４〒514-2222

横山　公則024011

TEL 059-271-6662

（有）ＴＳＵＫＡＳＡ工業 3,000 －2404無法

建１内１
三重県津市藤方１７９２－５〒514-0815

川口　知也024012

TEL 059-233-3710

タカノ設備工業 －2404無個

管１
三重県津市白塚町４５９３－１〒514-0101

髙野　幸則024013

TEL 059-233-1517

（株）橋爪電工 5,000 －2404無法

電１
三重県津市一身田町４１８－１〒514-0114

橋爪　佳則024014

TEL 059-252-1515

勝真建設 －2404無個

土１と１解１
三重県津市森町２４１〒514-1254

中村　勝彦024015

TEL 059-227-7771

レアルホームズ（株） 10,000 －2404有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
三重県津市桜橋１－６３７〒514-0003

髙橋　栄024016
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TEL 059-232-3452

ケイジーエフ工業（株） 5,000 －2404無法

管１
三重県津市白塚町２６８８－１〒514-0101

加藤　三千夫024018

TEL 059-295-0151

一志設備 －2404無個

土１管１
三重県津市一志町高野５６７〒515-2504

田中　一巳024019

TEL 059-252-2771

（株）Ａｐｐｒｏａｃｈ 5,000 －2404無法

と１
三重県津市安東町２７２８－１〒514-0058

伊藤　佳幸024020

TEL 059-238-3188

（株）ＨＫエンジニアリング 5,000 －2404無法

電１管１
三重県津市高茶屋６－５－１９〒514-0819

加藤　普揮024021

TEL 059-232-9018

塗装工業ＫＳＴ －2404無個

塗１
三重県津市一身田豊野１４０６－４３３〒514-0115

楠田　直樹024022

TEL 059-229-9782

（有）ホームクリーン 10,000 －2404有法

管１
三重県津市西丸之内１４－６〒514-0035

齊藤　直樹024023

TEL 059-293-0094

（株）マルイチ 2,000 －2404有法

建１
三重県津市一志町高野１５６０－１〒515-2504

馬場　康之024024

TEL 059-261-6660

（株）鈴木電気 5,000 －2404無法

電１
三重県津市河芸町杜の街１－１６－３〒510-0318

鈴木　信一024025

TEL 059-232-4191

イワタニ三重（株） 50,000 －2404有法

管１
三重県津市栗真中山町１４５〒514-0103

三木　浩由024026

TEL 059-268-2223

（株）ＫＳＩ 1,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県津市安濃町田端上野９７４－３２〒514-2325

笠井　秀昌024027

TEL 059-265-3230

（有）アクアメンテ 3,000 －2404有法

管１
三重県津市芸濃町林１９０９－６４〒514-2202

眞弓　司024028

TEL 059-234-7293

藤田建築 －2404無個

建１
三重県津市高茶屋小森町１７０７－１１１〒514-0817

藤田　雄一024030

TEL 059-261-4962

（株）森興業 1,000 －2404無法

と１解１
三重県津市美里町平木７３９－１〒514-2111

森　将也024031
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TEL 059-226-2331

三重交通商事（株） 99,000 －2404有法

管１
三重県津市栄町２－２１０〒514-0004

藤原　茂久024032

TEL 059-252-3211

（株）セントラルキューブ 1,000 －2404無法

管１内１
三重県津市榊原町５８７０－８〒514-1251

中西　克之024033

TEL 059-229-1888

伊藤建工（株） 1,000 －2404有法

左１
三重県津市柳山津興２９７－４〒514-0803

伊藤　晃一024034

TEL 059-234-1586

豊栄工業 －2404無個

と１
三重県津市高茶屋小森町字犬塚１２２－１〒514-0817

藤田　歩024035

TEL 059-261-1890

（株）津電工 1,000 －2404無法

電１
三重県津市一志町高野３７４－１〒515-2504

野堀　義継024036

TEL 059-268-2472

眞柄土木 －2404無個

と１
三重県津市安濃町川西２７６〒514-2308

眞柄　義則024037

TEL 059-253-3525

オチアイ電気 －2404無個

電１
三重県津市夢が丘２－３０－１０〒514-0116

落合　祥次024038

TEL 059-234-7655

（株）ケーエヌ建装 5,000 －2404無法

内１
三重県津市高茶屋小森上野町１３０６－６〒514-0816

倉田　昇024039

TEL 059-261-4027

フクオ足場商会 －2404無個

と１
三重県津市高茶屋７－３－４５〒514-0819

福尾　哲也024041

TEL 059-276-0922

（株）大清建設 5,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市美杉町下之川１８５４－１〒515-3203

丸山　千尋024042

TEL 059-226-9800

辻井電気設備 －2404無個

電１
三重県津市八町３－４－２０〒514-0041

辻井　正司024043

TEL 059-352-6090

（株）サンケークラフト 5,000 －2402無法

塗１
三重県四日市市浜田町１８－３酢文ビル２Ｃ〒510-0067

山形　和也024044

TEL 059-279-8011

（株）美里 10,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県津市美里町家所４６５４－１〒514-2104

齋田　和利024045
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TEL 059-230-1853

草深建築 －2404無個

建１
三重県津市大里山室町３６４３〒514-0121

草深　隆正024046

TEL 059-253-2892

東建工業（株） 5,050 －2404無法

塗１
三重県津市相生町３１４〒514-0017

大嶋　悟024047

TEL 059-234-4593

近藤建築（株） 23,000 －2404無法

建１
三重県津市高茶屋小森町２８９２－３０５〒514-0817

近藤　貢024048

TEL 059-261-1256

（株）山商 5,000 －2404無法

土１と１解１
三重県津市芸濃町林４６２－１〒514-2202

山本　優024049

TEL 059-202-0474

堀口土建 －2404無個

と１
三重県津市柳山津興７２２－２〒514-0803

堀口　秀輝024050

TEL 059-252-3013

（株）津設備 3,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市久居一色町４４１－８〒514-1253

川原田　勝久024051

TEL 059-279-3188

（株）グリーンデイズ 5,000 －2404有法

園１
三重県津市美里町南長野３５５〒514-2114

山本　久美子024052

TEL 059-252-2426

福岡設備設計 －2404有個

建１大１管１消１
三重県津市稲葉町２７１３〒514-1252

福岡　彰024053

TEL 059-268-2869

セイワ電気 －2404無個

電１
三重県津市安濃町戸島８１８－１〒514-2322

鈴木　健生024056

TEL 059-264-7173

ＳＫＹ　ＳＴＥＰ（株） 1,000 －2404無法

と１
三重県津市島崎町１５８－７〒514-0002

加藤　太士024057

TEL 059-261-5217

松阪建工（株） 5,000 －2404無法

建１大１内１
三重県津市大里睦合町２５７１－１〒514-0126

鈴木　芳和024058

TEL 059-259-1116

（株）クレイン 1,000 －2404無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三重県津市森町５００８－５〒514-1254

蒲原　武洋024059

TEL 059-235-0106

成和工業 －2404無個

筋１
三重県津市高茶屋６－１１－７１〒514-0819

南　成和024060
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TEL 059-256-9722

池田工業 －2404無個

管１
三重県津市戸木町１９４０〒514-1138

池田　正章024061

TEL 059-237-2332

（株）山半 1,000 －2404無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市小舟９０４－２９〒514-0072

谷澤　貴俊024062

TEL 059-261-7828

ラピアスデザイン（株） 5,000 －2404無法

建１
三重県津市安濃町東観音寺３８４－３〒514-2326

坂　大輔024063

TEL 059-202-1486

龍野鉄筋 －2404無個

筋１
三重県津市青葉台２－１０－１５〒514-1139

龍野　和希024064

TEL 059-253-5432

濱地空調（株） 3,000 －2404無法

管１
三重県津市久居新町２８８６－２〒514-1118

濵地　智也024065

TEL 059-245-8880

（株）エムテクト 5,000 －2404無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県津市河芸町千里ヶ丘３８－７〒510-0302

増川　千鶴子024066

TEL 090-9899-9908

弥栄土木 －2404無個

土１と１舗１
三重県津市高洲町１０８８〒514-0011

山口　和也024067

TEL 059-256-7211

（株）牧設備工業 5,000 －2404無法

管１
三重県津市久居西鷹跡町４９８－８６〒514-1131

牧　和夫024068

TEL 059-261-1058

ｓｌｏｖｅ　ｍｏｕｔｈ －2404無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県津市新町１－５－２２中村ビル２Ｆ〒514-0042

阪口　恵子024069

TEL 059-265-5007

（有）マエダ住設 3,000 －2404無法

建１大１屋１管１タ１内１
三重県津市芸濃町椋本７７２－１〒514-2211

前田　憲久024070

TEL 059-221-0123

（株）グリーンジャム 5,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
三重県津市港町１５－８〒514-0014

横山　康介024071

TEL 059-230-1144

（株）柴本工業 5,000 －2404無法

と１
三重県津市豊が丘１－２９－１０〒514-2222

柴本　真希024072

TEL 059-253-2673

（株）野尻技建 5,000 －2404無法

電１通１
三重県津市安濃町安濃２６３０－５〒514-2302

野尻　繁樹024073
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TEL 059-271-7195

（株）真司工業 5,000 －2404無法

と１
三重県津市白塚町２４４０〒514-0101

梅田　隆司024074

TEL 059-235-0006

（株）ＹＡＮＡＫＥＮ 3,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市城山３－１３－３７〒514-0818

谷中　謙吾024075

TEL 059-226-3161

北岡建設 －2404無個

建１
三重県津市安東町１９９７－２〒514-0058

北岡　敏夫024076

TEL 059-228-0977

佐野組（株） 2,000 －2404無法

と１
三重県津市北河路町５３４〒514-0056

佐野　佳祐024077

TEL 059-255-7580

冨永建築 －2404無個

建１
三重県津市久居西鷹跡町５０４－１８〒514-1131

冨永　直哉024078

TEL 059-268-1144

（株）ＳＴＳ 2,000 －2404無法

電１管１
三重県津市安濃町田端上野１０９７－３０〒514-2325

安川　正信024079

TEL 059-228-1881

（株）サヤマ 5,000 －2404無法

電１通１
三重県津市北河路町１３１－１〒514-0056

山田　大輔024080

TEL 059-213-3112

（株）大成ハウジング 10,000 －2404有法

建１
三重県津市栄町１－８４３〒514-0004

岡田　仁司024081

TEL 059-261-9068

（株）津ロード 5,000 －2404無法

土１舗１
三重県津市末広町１７－２０〒514-0012

中西　重美024082

TEL 059-225-8667

中川工業 －2404無個

と１
三重県津市末広町１２２９－３〒514-0012

中川　春雄024083

TEL 059-234-9393

（株）Ｓｋｙ－Ｒ 1,000 －2404無法

と１
三重県津市雲出伊倉津町９８１－７〒514-0302

松本　力彦024085

TEL 059-256-4679

（有）オザワ 3,000 －2404有法

機１
三重県津市久居明神町１４９０－１７〒514-1101

小澤　孝幸024086

TEL 059-265-4185

三重除草業務（同） 700 －2404有法

土１
三重県津市芸濃町楠原１３１０－６〒514-2201

稲嶺　盛一024088
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TEL 059-256-9335

美創 －2404無個

内１
三重県津市久居桜が丘町１７１１－１４０〒514-1111

堀口　浩希024089

TEL 059-232-5652

木村左官店 －2404無個

左１
三重県津市白塚町３３８８－２〒514-0101

木村　茂024090

TEL 059-261-6641

森工業（株） 3,000 －2404無法

筋１
三重県津市一志町八太１６８２－１０〒515-2515

森　勇人024091

TEL 059-202-3719

今川塗工 －2404無個

塗１
三重県津市一身田中野１０９－１〒514-0112

今川　耕平024092

TEL 059-293-1180

（株）山田工業 5,000 －2404無法

管１
三重県津市一志町高野１４５６－２〒515-2504

山田　幸則024093

TEL 059-232-7860

（株）無限工房 1,000 －2404有法

建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
三重県津市中河原３５５－４〒514-0018

加藤　広実024094

TEL 059-261-1095

大工司直吉 －2404無個

大１
三重県津市安東町２７４－２〒514-0058

橋本　直樹024095

TEL 059-232-3279

笠井建築 －2404無個

建１大１屋１タ１内１
三重県津市白塚町７８２－１〒514-0101

笠井　真治024096

TEL 059-253-2880

（有）セーフティ三重 3,000 －2404無法

土１建１大１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市香良洲町１５２８－１〒514-0315

松井　浩之024097

TEL 059-226-1608

扇港空調電設 －2404無個

通１
三重県津市半田１７５３〒514-0823

井戸坂　章一024098

TEL 059-245-7525

服部塗装 －2404無個

塗１
三重県津市河芸町久知野１８５５－７７〒510-0312

服部　充孝024099

TEL 059-234-0097

（株）デュアルシステム 1,000 －2404無法

と１塗１
三重県津市藤方９６０－１〒514-0815

辻　幸子024100

TEL 059-237-1662

森本建築 －2404有個

と１解１
三重県津市片田志袋町３００－８〒514-0075

森本　昭司024101



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

554頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-226-7210

川村建築 －2404無個

内１
三重県津市美川町９－１７〒514-0045

川村　友長024102

TEL 059-244-0555

ジップスタイルズ（株） 5,000 －2404有法

建１内１
三重県津市河芸町東千里１０１０－１〒510-0303

橋本　晋也024104

TEL 059-274-0134

阪本生コンクリート（有） 10,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市美杉町川上１１２０〒515-3532

阪本　則生024105

TEL 059-271-9191

（株）溝口美装 5,000 －2404無法

塗１
三重県津市寿町１８－４〒514-0015

溝口　敦024106

TEL 059-253-7214

（株）ユウ雅 2,000 －2404無法

土１と１舗１解１
三重県津市白塚町２６７８－２〒514-0101

福元　雅人024107

TEL 059-256-4848

前川建築 －2404無個

建１
三重県津市久居万町９２８－１〒514-1133

前川　力024108

TEL 059-202-0009

南端電設 －2404無個

土１電１
三重県津市緑が丘１－８－９〒514-0825

南端　深024109

TEL 059-273-6420

（株）一士建設 5,000 －2404無法

土１と１石１舗１し１水１
三重県津市雲出島貫町１４７７〒514-0305

中平　雅也024110

TEL 059-255-5058

（株）マルイチ環境サービス 10,000 －2404有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
三重県津市久居北口町９９０－４４〒514-1105

倉田　勇人024111

TEL 059-253-5234

（株）成兼建設工業 5,000 －2404有法

鋼１
三重県津市雲出本郷町５９５－１〒514-0304

兼本　圭太024112

TEL 059-271-9466

小河内工業 －2404有個

内１
三重県津市一志町高野２０５－２〒515-2504

小河内　敏也024113

TEL 059-264-7117

（有）ワイズプランニング 9,000 －2404有法

土１と１舗１
三重県津市久居野村町１８５９－１〒514-1113

宮﨑　之宏024114

TEL 059-228-3952

（株）テクノアルファ 1,000 －2404無法

塗１
三重県津市栄町１－８０６〒514-0004

池田　浩久024115



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

555頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-236-1755

Ｒｅホーム（株） 3,000 －2404無法

と１電１
三重県津市栗真町屋町３３９－１〒514-0102

吉村　貴之024116

TEL 059-235-2786

野瀬建築 －2404無個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
三重県津市高茶屋小森町１０４１〒514-0817

野瀬　修見024117

TEL 059-245-1836

大津設備 －2404無個

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市河芸町杜の街１－２７－５〒510-0318

大津　太祐024118

TEL 059-232-0435

浅井建装 －2404無個

タ１
三重県津市白塚町２４０８－３〒514-0101

浅井　優志024119

TEL 059-269-5528

ＳＫプルーフィング －2404無個

塗１防１
三重県津市西丸之内１８－６西丸之内ビル３階〒514-0035

神田　翔太024120

TEL 059-235-0458

中部エンジニア －2404無個

と１
三重県津市雲出長常町９０７－１０〒514-0303

島　卓也024121

TEL 059-233-2230

タケムラ足場店 －2404無個

と１
三重県津市白塚町１－２８〒514-0101

竹村　良024122

TEL 059-253-4730

（株）ＹＡＭＡＭＵＲＡ 3,000 －2404有法

管１
三重県津市雲出島貫町９２７－４〒514-0305

山村　竜司024123

TEL 059-266-1116

（株）上山塗装 1,000 －2404無法

土１建１と１鋼１塗１防１水１解１
三重県津市芸濃町中縄４９０－１〒514-2203

小林　正郎024124

TEL 059-223-0660

津和美装社（株） 5,000 －2404無法

塗１
三重県津市上浜町１－２６１－１〒514-0008

山路　和也024125

TEL 059-264-7827

（株）立松 5,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市あのつ台３－１１－８〒514-0131

立松　良介024126

TEL 059-253-5070

（株）前野工業 5,000 －2404無法

建１大１内１
三重県津市白塚町４５９４〒514-0101

前野　哲也024127

TEL 059-232-8879

（株）Ｄｏ　Ａｌｌ 1,000 －2404無法

解１
三重県津市白塚町９９６－１〒514-0101

邉志切　将宏024128



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

556頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-252-2575

一丸電気（株） 1,000 －2404無法

電１
三重県津市久居一色町２２３－２０〒514-1253

一丸　幸司024130

TEL 059-253-7875

（株）アリペン 1,000 －2404無法

建１
三重県津市高茶屋小森町２２２７－６〒514-0817

福島　真人024131

TEL 059-253-3392

谷口建装 －2404無個

タ１
三重県津市安濃町今徳１１０９－１〒514-2313

谷口　祐基024132

TEL 059-202-3759

（株）暮らしの設計社 9,000 －2404無法

建１
三重県津市久居緑が丘町１ー２３ー１８〒514-1258

福地　英昭024133

TEL 059-256-6455

（株）ＢＳテクト 5,000 －2404無法

防１
三重県津市久居明神町１６８９－４１〒514-1101

鈴木　秀明024134

TEL 059-227-7355

三重県森林組合連合会 98,950 －2404有法

土１園１
三重県津市桜橋１－１０４〒514-0003

上田　和久024135

TEL 059-268-2918

紀平冷熱 －2404無個

管１
三重県津市安濃町草生２３７－６４〒514-2328

紀平　宗広024136

TEL 059-271-7101

情熱リノベーション（株） 5,000 －2404無法

屋１
三重県津市久居野村町５１５－３〒514-1113

小河　光司024137

TEL 059-261-1556

（株）えん 5,000 －2404有法

土１建１
三重県津市羽所町６３３〒514-0009

神田　孝之024138

TEL 059-226-8219

（株）ライフ・テクノサービス 10,000 －2404有法

大１
三重県津市中央４－１９ＬＴＳ中央ビル〒514-0032

中川　裕024139

TEL 059-202-1244

イケダペイント －2404無個

塗１
三重県津市久居小野辺町１４５４－６１〒514-1112

池田　将大024140

TEL 059-235-2531

阪口設備企画 －2404無個

土１建１と１管１舗１水１消１
三重県津市高茶屋小森町１６２３－１２〒514-0817

阪口　昌弘024141

TEL 059-255-2124

アール・エフ・ヤマカワ（株） 20,000 －2404有法

内１
三重県津市戸木町５１４１－２３〒514-1138

山川　富喜子024142



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

557頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-268-1900

（株）クリエイトワーク 1,000 －2404有法

内１
三重県津市安濃町清水１８０－２６〒514-2305

櫻井　正人024143

TEL 059-264-7652

（株）マルク 1,000 －2404無法

建１大１屋１管１タ１内１
三重県津市栄町３－２６９〒514-0004

太田　久徳024144

TEL 059-231-0928

東海メタル（株） 10,000 －2404有法

筋１
三重県津市白塚町蛭子４７３８〒514-0101

脇本　薫024145

TEL 059-202-3965

（株）堀江工業 5,000 －2404無法

と１
三重県津市一身田町３７１－１〒514-0114

堀江　将悟024146

TEL 090-2497-5608

アイクラスワークス －2404無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三重県津市河芸町高佐１０４７〒510-0315

井上　信昭024147

TEL 059-262-0534

（株）八幡工業 70,000 －2404有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
三重県津市白山町北家城１０００〒515-3132

松田　信敏024148

TEL 059-265-6311

（合）小林建築 5,000 －2404無法

建１
三重県津市芸濃町椋本１０２０〒514-2211

小林　正司024149

TEL 059-255-4768

近藤建築 －2404無個

建１
三重県津市木造町１３９９〒514-1115

近藤　義弘024150

TEL 059-271-9033

（株）Ｓｕｍｉｓｈｉｎ　Ｓｏｕｋｅｎ 5,000 －2404無法

建１と１内１
三重県津市野田３０４６〒514-0826

田中　則行024151

TEL 059-245-8115

（株）アドバンス 6,000 －2404有法

土１と１鋼１舗１塗１
三重県津市河芸町東千里３０６１－１１〒510-0303

田端　義024152

TEL 059-261-4301

（株）ＴＳＵＫＡＤＡ 1,000 －2404無法

と１
三重県津市大里睦合町９６１－２〒514-0126

塚田　大輔024153

TEL 059-226-3888

（有）堀井機管工業 3,000 －2404無法

管１
三重県津市乙部１９－２０〒514-0016

堀井　征治024154

TEL 059-271-8098

小林塗装 －2404無個

塗１
三重県津市久居野村町６０２－１〒514-1113

小林　直弘024155



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 3年 3月末日 現在　　
令和 3年 4月 1日 出力　　

558頁

三重県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 059-262-1691

（有）藤原興業 5,000 －2404無法

土１と１
三重県津市白山町二俣３０５－５〒515-3135

藤原　義之024156

TEL 059-235-1977

ＨＡＳＨＩＺＵＭＥ －2404無個

解１
三重県津市高茶屋小森町９５４－２〒514-0817

橋爪　保秀024157

TEL 059-261-1144

（株）夢現装建 1,000 －2404無法

建１大１屋１タ１内１
三重県津市安濃町曽根１１２３－１〒514-2306

北井　健一024158

TEL 059-279-2673

（株）Ｎ・Ｓ・Ｔ・Ａ 3,000 －2404無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三重県津市美里町北長野５８０－２〒514-2112

野澤　美広024159

TEL 059-253-3666

（株）ＯＫクリーン 3,000 －2404有法

内１
三重県津市藤方５０１－１８〒514-0815

岡　重盛024160

TEL 059-271-7830

（有）前田内装 5,000 －2404無法

内１
三重県津市野田２１－１５１〒514-0826

山崎　渉024161

TEL 059-272-4992

正晃工業（株） 1,000 －2404無法

絶１
三重県津市一志町片野４８９－３〒515-2511

坂野　敦史024162

TEL 059-246-7055

（株）ミナミ工務店 6,000 －2404無法

建１塗１
三重県津市藤方１９９６－１－１０３〒514-0815

南　雅也024163


