
～～    認認    証証    企企    業業    一    覧覧    ～～  
 
 
●平成２７年度認証 （受付順） 

株式会社田村組 
【松阪市：建設業】 

株式会社アサヒ 
【名張市：建設業】 

株式会社山本建材 
【志摩市：建設業】 

一般財団法人食品分析 
開発センターSUNATEC 
【四日市市：学術研究】 

株式会社大久保建設 
【鈴鹿市：建設業】 

南海カツマ株式会社 
【津市：技術サービス業】 

株式会社五味建設 
【紀北町：建設業】 

株式会社宇城組 
【熊野市：建設業】 

株式会社幸組 
【紀北町：建設業】 

中外医薬生産株式会社 
【伊賀市：製造業】 

藤原工業株式会社 
【四日市市：建設業】 

イケダアクト株式会社 
【鈴鹿市：建設業】 

株式会社圡生組 
【津市：建設業】 

志摩環境事業協業組合 
【志摩市：サービス業】 

株式会社杉本組 
【四日市市：建設業】 

株式会社 ZTV 
【津市：情報通信業】 

株式会社上山組 
【松阪市：建設業】 

株式会社坂下工務店 
【志摩市：建設業】 

アイトム建設株式会社 
【四日市市：建設業】 

株式会社丸宗土建 
【伊勢市：建設業】 

紀北信用金庫 
【尾鷲市：金融業】 

株式会社岡本組 
【紀北町：建設業】 

株式会社第一電気工業 
【四日市市：建設業】 

有限会社くろべ 
【伊勢市：医療、福祉】 

株式会社亀川組 
【鳥羽市：建設業】 

水谷建設株式会社 
【桑名市：建設業】 

三重シンリョー設備 
株式会社【津市：建設業】 

CSG コンサルタント株式会社
【伊勢市：技術サービス業】 

株式会社中島組 
【南伊勢町：建設業】 

株式会社セルフ舎建設 
【尾鷲市：建設業】 

株式会社山下組 
【志摩市：建設業】 

株式会社川島工業 
【伊賀市：建設業】 

株式会社五十嵐建設 
【四日市市：建設業】 

エイベックス株式会社 
多度工場【桑名市：製造業】 

丸栄調査設計株式会社 
【松阪市：技術サービス業】 

東建興業株式会社 
【紀北町：建設業】 

株式会社キタモリ 
【伊賀市：運輸業】 

株式会社河合組 
【津市：建設業】 

株式会社近藤建設 
【伊勢市：建設業】 

国立大学法人三重大学 
【津市：国立大学法人】 

株式会社佐野組 
【鈴鹿市：建設業】 

株式会社奥野建設 
【伊勢市：建設業】 

株式会社西組 
【大台町：建設業】 

株式会社中田商事 
【伊賀市：運輸業】 

株式会社光機械製作所 
【津市：製造業】 

株式会社山下 
【度会町：建設業】 

成和建設株式会社 
【鈴鹿市：建設業】 

三重交通株式会社 
【津市：運輸業】 

上野ハウス株式会社 
【伊賀市：建設業】 

株式会社 EQA 国際認証 
センター 
【四日市市：サービス業】 

株式会社西邦建設 
【伊勢市：建設業】 

株式会社 KBS 中部営業所
【津市：サービス業】 

福道建設株式会社 
【四日市市：建設業】 

株式会社真光組 
【菰野町：建設業】 

株式会社四方谷土木 
【南伊勢町：建設業】 

丸文工業株式会社 
【志摩市：建設業】 

宮崎建設工業株式会社 
【鳥羽市：建設業】 

中村土建株式会社 
【松阪市：建設業】 

有限会社幸工業 
【四日市市：建設業】 

株式会社伊勢森建設 
【四日市市：建設業】 

株式会社三洋開発 
【津市：技術サービス業】 

住友電装株式会社 
【四日市市：製造業】 

大宗建設株式会社 
【四日市市：建設業】 

丸亀産業株式会社 
【松阪市：建設業】 

株式会社桜井組 
【玉城町：建設業】 

北嶋建設株式会社 
【津市：建設業】 

株式会社上村組 
【南伊勢町：建設業】 

万協製薬株式会社 
【多気町：製造業】 

霞興業有限会社 
【桑名市：建設業】 

中倉土建株式会社 
【大紀町：建設業】 

三愛物産株式会社三重
支店【津市：建設業】 

大和緑化株式会社 
【御浜町：建設業】 

株式会社林組 
【津市：建設業】 

信藤建設株式会社 
【四日市市：建設業】 

株式会社西美組 
【熊野市：建設業】 

株式会社共同技術コンサ
ルタント【伊賀市：技術 
サービス業】 

株式会社百木組 
【多気町：建設業】 

株式会社川木組 
【鳥羽市：建設業】 

株式会社井本組 
【熊野市：建設業】 

株式会社藤谷建設 
【津市：建設業】 

株式会社後出建材土木 
【伊賀市：建設業】 

株式会社北村組 
【松阪市：建設業】 

株式会社コーストメイト 
【四日市市：建設業】 

藤田土木株式会社 
【松阪市：建設業】 

株式会社眞建 
【御浜町：建設業】 

株式会社石吉組 
【志摩市：建設業】 

株式会社北定組 
【松阪市：建設業】 

中部電力株式会社三重
支店【津市：電気業】 

三舞建設株式会社 
【鈴鹿市：建設業】 

諸岡建設株式会社 
【菰野町：建設業】 

有限会社出馬重機 
【志摩市：建設業】 

株式会社ハンエイ 
【鈴鹿市：建設業】 



  

 
 

濵田建設株式会社 
【紀北町：建設業】 

有限会社中建工業 
【松阪市：建設業】 

山二建設株式会社 
【大台町：建設業】 

シンフォニアテクノロジー
株式会社伊勢製作所 
【伊勢市：製造業】 

宮本建設株式会社 
【伊勢市：建設業】 

ユウテック株式会社 
【紀宝町：建設業】 

堀田建設株式会社 
【亀山市：建設業】 

株式会社岡興産 
【いなべ市：建設業】 

株式会社堀池組 
【伊賀市：建設業】 

親和電機工業株式会社 
【四日市市：建設業】 

有限会社小林組 
【津市：建設業】  

別府建設株式会社 
【四日市市：建設業】 

株式会社大森土木工業 
【大台町：建設業】 

横山総合整備株式会社 
【松阪市：建設業】  

株式会社マツザキ 
【伊賀市：建設業】 

マルヒロ産業株式会社 
【伊勢市：建設業】 

株式会社リョーケン 
【四日市市：建設業】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

●平成２６年度認証 （受付順：○印は表彰企業）  

株式会社村田組 
【尾鷲市：建設業】 

株式会社大栄建設 
【津市：建設業】 

シンフォニアエンジニアリング 
株式会社【伊勢市：建設業】 

株式会社院南組 
【菰野町：建設業】 

○株式会社第三銀行 
【松阪市：金融業】 

株式会社佑成産業 
【玉城町：建設業】 

新陽工業株式会社 
【四日市市：建設業】 

上野舗装株式会社 
【伊賀市：建設業】 

朝日土木株式会社 
【四日市市：建設業】 

株式会社大道建設 
【名張市：建設業】 

株式会社富士建設 
【伊勢市：建設業】 

株式会社谷口組 
【大紀町：建設業】 

宇野重工株式会社 
【松阪市：建設業】 

浜口土木株式会社 
【伊勢市：建設業】 

南建工業株式会社 
【南伊勢町：建設業】 

株式会社ナガサクコンサルタント 
【松阪市：技術サービス業】 

東海土建株式会社 
【津市：建設業】 

株式会社サンエイ工務店 
【四日市市：建設業】 

株式会社紀南組 
【尾鷲市：建設業】 

勢和建設株式会社 
【津市：建設業】 

七宝建設株式会社 
【尾鷲市：建設業】 

株式会社森田建設 
【伊勢市：建設業】 

有限会社磯部組 
【鈴鹿市：建設業】 

衣笠土木有限会社 
【鈴鹿市：建設業】 

株式会社廣嶋組 
【伊賀市：建設業】 

株式会社中村組 
【尾鷲市：建設業】 

社会福祉法人斎宮会 
【多気町：医療・福祉】 

奥建設株式会社 
【伊賀市：建設業】 

○日本土木工業株式会社 
【御浜町：建設業】 

河建興業株式会社 
【四日市市：建設業】 

西出建設株式会社 
【四日市市：建設業】 

株式会社前川組 
【紀北町：建設業】 

有限会社三重建装 
【伊賀市：建設業】 

高砂建設株式会社 
【四日市市：建設業】 

有限会社南勢建築設計 
【伊勢市：技術サービス業】 

株式会社ヤマタケ 
【名張市：建設業】 

株式会社福田豊工務店 
【伊賀市：建設業】 

株式会社西山組 
【伊勢市：建設業】 

一般財団法人食品分析開発センターＳＵＮＡＴＥＣ 
【四日市市：学術・開発研究機関】 

山岸建設株式会社 
【紀北町：建設業】 

株式会社三重新成コンサルタント 
【津市：技術サービス業】 

株式会社伊藤工務店 
【伊勢市：建設業】 

西口建工株式会社 
【鈴鹿市：建設業】 

大同建設工業株式会社 
【伊賀市：建設業】 

大西建設工業有限会社 
【志摩市：建設業】  

日本土建株式会社 
【津市：建設業】 

株式会社松本組 
【松阪市：建設業】 

伊勢土建工業株式会社 
【桑名市：建設業】 

中井土木株式会社 
【松阪市：建設業】 

株式会社前田組 
【伊勢市：建設業】 

松岡建設株式会社 
【川越町：建設業】 

カネセ建設株式会社 
【大台町：建設業】 

株式会社尾鍋組 
【松阪市：建設業】 

株式会社三扇 
【亀山市：建設業】 

株式会社中井組 
【松阪市：建設業】 

○株式会社広山建設 
【津市：建設業】 

日本工業株式会社 
【伊勢市：建設業】 

株式会社西城組 
【鈴鹿市：建設業】 

南和建設株式会社 
【南伊勢町：建設業】 

勢州建設株式会社 
【鈴鹿市：建設業】 

株式会社イレクト伊勢 
【伊勢市：建設業】 

天元工業株式会社 
【桑名市：建設業】 

株式会社アイ・シー・エス 
【伊勢市：技術サービス業】 

株式会社佐南組 
【津市：建設業】 

株式会社ジオ 
【伊勢市：技術サービス業】 

株式会社大進 
【鳥羽市：建設業】 

株式会社佐和組 
【鈴鹿市：建設業】 

株式会社大栄 
【伊賀市：建設業】 

株式会社森組 
【伊勢市：建設業】 

東海住電精密株式会社 
【菰野町：製造業】 

下建設株式会社 
【伊勢市：建設業】 

大達建設株式会社 
【大紀町：建設業】 

○株式会社三重銀行 
【四日市市：金融業】 

住友電装株式会社 
【四日市市：製造業】 

 

株式会社服部組 
【菰野町：建設業】 

株式会社平野組 
【紀北町：建設業】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

●平成２５年度認証 （受付順：○印は表彰企業）  
藪建設株式会社 
【津市：建設業】 

有限会社竜川組 
【玉城町：建設業】 

株式会社明和プラテック 
【明和町：測量・建設コンサルタ
ント・補償コンサルタント】 

株式会社上田新工業 
【四日市市：建設業】 

株式会社田村組 
【松阪市：建設業】 

大宗建設株式会社 
【四日市市：建設業】 

株式会社圡生組 
【津市：建設業】 

日本土木工業株式会社 
【御浜町：建設業】 

株式会社中島組 
【南伊勢町：建設業】 

磯部建設工業株式会社 
【志摩市：建設業】 

杉山コンサルタンツ株式会社 

【津市：測量・設計・補償】 
株式会社桜井組 
【玉城町：建設業】 

聖建工株式会社 
【四日市市：建設業】 

○株式会社山下組 
【志摩市：建設業】 

株式会社西邦建設 
【伊勢市：建設業】 

北嶋建設株式会社 
【津市：建設業】 

株式会社佐野組 
【鈴鹿市：建設業】 

株式会社山下 
【度会町：建設業】 

山一建設株式会社 
【伊賀市：建設業】 

諸岡建設株式会社 
【菰野町：建設業】 

株式会社坂口組 
【伊賀市・建設業】 

水谷建設株式会社 
【桑名市：建設業】 

株式会社四方谷土木 
【南伊勢町：建設業】 

朝日丸建設株式会社 
【伊勢市：建設業】 

株式会社三重中央コンサルタ
ント 
【津市：建設コンサルタント】 

霞興業有限会社 
【桑名市：建設業】 

株式会社岡本組 
【紀北町：建設業】 

○日本キャボット・マイクロ
エレクトロニクス株式会社 

【津市：製造業】 

株式会社上山組 
【松阪市：建設業】 

藤田土木株式会社 
【松阪市：建設業】 

株式会社第一電気工業 
【四日市市：建設業】 

サイバー・ネット・コミュニ
ケーションズ株式会社 

【四日市市：情報通信業】 
株式会社大久保建設 
【鈴鹿市：建設業】 

安濃建設株式会社 
【津市：建設業】 

株式会社三洋開発 
【津市：建設コンサルタント】 

ユウテック株式会社 
【紀宝町：建設業】 

株式会社北村組 
【松阪市：建設業】 

新成テック株式会社 
【桑名市：建設業】 

株式会社亀川組 
【鳥羽市：建設業】 

株式会社三和工務店 
【伊賀市：建設業】 

畑中建設工業株式会社 
【志摩市：建設業】 

株式会社ＥＱＡ国際認証センター 

【四日市市：サービス業】 
株式会社近藤建設 
【伊勢市：建設業】 

東進産業株式会社 
【津市：建設業】 

株式会社谷口建設 
【南伊勢町：建設業】 

株式会社伊勢土木 
【鈴鹿市：建設業】 

アイトム建設株式会社 
【四日市市：建設業】 

丸文工業株式会社 
【志摩市：建設業】 

中村土建株式会社 
【松阪市：建設業】 

株式会社五味建設 
【紀北町：建設業】 

中央土木株式会社 
【松阪市：建設業】 

ＣＳＧコンサルタント株式会社 

【伊勢市：測量業】 

須賀株式会社 
【鈴鹿市：建設業】 

イケダアクト株式会社 
【鈴鹿市：建設業】 

株式会社マツザキ 
【伊賀市：建設業】 

長谷川興業株式会社 
【伊賀市：建設業】 

株式会社中村組 
【四日市市：建設業】 

株式会社山野建設 
【伊勢市：建設業】 

○国立大学法人三重大学 
【津市：国立大学法人】 

株式会社中田商事 
【伊賀市：運輸業】 

株式会社カギテック 
【松阪市：測量・建設コンサ
ルタント】 

宮本建設株式会社 
【伊勢市：建設業】 

株式会社アサヒ 
【名張市：建設業】 

株式会社上村組 
【南伊勢町：建設業】 

稲葉建設株式会社 
【南伊勢町：建設業】 

株式会社堀池組 
【伊賀市：建設業】 

株式会社若鈴 
【津市：建設コンサルタント】 

株式会社丸谷建設 
【四日市市：建設業】 

株式会社丸昇建設 
【尾鷲市：建設業】 

福道建設株式会社 
【四日市市：建設業】 

奥岡建設工業株式会社 
【いなべ市：建設業】 

中外医薬生産株式会社 
【伊賀市：医薬品の製造販売】 

○シンフォニアテクノロジー
株式会社伊勢製作所 
【伊勢市：製造業】 

藤原工業株式会社 
【四日市市：建設業】 

株式会社五十嵐建設 
【四日市市：建設業】 

○株式会社 マスヤグル
ープ本社 
【伊勢市：持株会社】 

株式会社大風工務店 
【鈴鹿市：建設業】 

株式会社コンサルティング中勢 
【松阪市：建設コンサルタント】 

株式会社山口工務店 
【伊勢市：建設業】 

株式会社マスヤ 
【伊勢市：菓子製造・販売】 

株式会社西組 
【大台町：建設業】 

三舞建設株式会社 
【鈴鹿市：建設業】 

株式会社丸八土建 
【大台町：建設業】 

株式会社伊勢萬 
【伊勢市：酒類製造・販売】 

株式会社橋本組 
【尾鷲市：建設業】 

山二建設株式会社 
【大台町：建設業】 

株式会社丸宗土建 
【伊勢市：建設業】 

株式会社エムケイ・コーポレーシ
ョン 
【伊勢市：高齢者生活支援サ
ービス】 

  
 
 


