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

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

3 須賀 株式会社 代表取締役  岡田 達也 〒513-0034 鈴鹿市須賀2丁目517番地の1 建設業

4 株式会社 明和プラテック 代表取締役  細渕 真哉 〒515-0321 多気郡明和町大字斎宮3576番地3 測量業

5 株式会社 ジオ 代表取締役 中西 徹 〒516-0072 伊勢市宮後2丁目21番8号 測量業

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

7 株式会社 若鈴 代表取締役社長 倉田 一夫 〒514-0006    津市広明町345-1（若鈴ビル） 建設コンサルタント、
測量

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

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

10 株式会社 三重銀行 取締役頭取  種橋 潤治 〒510-0087    四日市市西新地7番8号 金融業

11 株式会社 中村組 代表取締役  中村利一郎 〒512-8046    四日市市あかつき台2丁目1番地の192 建設業

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

13 株式会社 コンサルティング中勢 代表取締役 鈴木 光徳 〒515-0063    松阪市大黒田町878番地2 建設コンサルタント

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

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

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

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

18 株式会社 三和工務店 代表取締役    藤岡 孝 〒518-0226 伊賀市阿保340番地の1 建設業

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

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

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

22 株式会社 近藤建設 代表取締役    近藤 隆男 〒516-0009    伊勢市河崎1-10-5 建設業

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

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

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

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

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

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

29 中央土木 株式会社 代表取締役    角谷 勝利 〒515-2101    松阪市星合町2199番地 建設業

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

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

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

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

34 株式会社 和菓子の万寿や 代表取締役    安田 昌弘 〒519-0594    伊勢市小俣町相合1306 和生菓子製造・販売

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

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

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

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

39 山一建設 株式会社 代表取締役    河野 康之 〒518-0809    伊賀市西明寺字中川原485番地2 建設業及び製造業

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

41 株式会社 松阪コンサルタント 代表取締役    石原 正憲 〒515-0043    松阪市下村町918番地の1 測量、
建設コンサルタント

42 株式会社 奥村産業 代表取締役    奥村 正義 〒519-0312    鈴鹿市椿一宮町1612番地 建設業

43 有限会社 コーケン 代表取締役    位田 光治 〒511-0216    いなべ市員弁町松之木2097番地 建設業

44 長谷川興業 株式会社 代表取締役    長谷川正雄 〒518-0825    伊賀市小田町630番地の１ 建設業
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