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

2 須賀株式会社 代表取締役 岡田達也 513-0037 鈴鹿市 須賀二丁目517番地の1 建設業

3 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 建設業

4 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

5 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

6 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丁目9番25 建設業

7 株式会社穂積建設 代表取締役 川村靖 512-8061 四日市市 広永町1289-1 建設業

8 新陽工業株式会社 代表取締役 新井政智 510-0863 四日市市 大字塩浜4101番地の5 建設業

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

10 株式会社久志本組 代表取締役 清水良保 510-0012 四日市市 大字羽津乙935-5 建設業

11 有限会社大村建設 代表取締役 大村昌代 515-3201 津市 美杉町竹原387番地 建設業

12 株式会社前川組 代表取締役 前川禔德 519-3204 北牟婁郡紀北町 東長島188番地 建設業

13 日本土建株式会社 代表取締役社長 田村賴一 514-8586 津市 大倉19番1号 建設業

14 株式会社西山組 代表取締役 西山正照 516-0072 伊勢市 宮後2-12-34 建設業

15 イケダアクト株式会社 代表取締役 田中久司 513-0032 鈴鹿市 池田町櫛引1140 建設業

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

17 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

18 株式会社三和工務店 代表取締役 藤岡孝 514-0805 津市 下弁財町津興258-2 建設業

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

20 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番地2 建設業

21 有限会社エフ 代表取締役 西村元裕 516-0071 伊勢市 一之木4丁目11番31号 医療、福祉

22 株式会社津松菱 代表取締役 西村房和 514-0028 津市 東丸之内
4-10

卸売、小売
業

23 社会福祉法人斎宮会 理事長 伊藤修次 519-2179 多気郡多気町 仁田706-7 医療、福祉

24 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
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

25 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 建設業

26 宇野重工株式会社 代表取締役社長 宇野恭生 515-8558 松阪市 大津町1607番地の1 建設業

27 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

28 一般財団法人食品分析開発セ
ンターＳＵＮＡＴＥＣ 理事長 西中隆道 510-0825 四日市市 赤堀新町9番5号

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

29 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

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

31 有限会社徳田組 代表取締役 德田稔 519-5711 南牟婁郡紀宝町 井田2095番地の6 建設業

32 株式会社丸谷建設 代表取締役 水谷勉 510-0834 四日市市 大矢知町493番地1 建設業

33 日本土木工業株式会社 代表取締役 疇地一弘 519-5205 南牟婁郡御浜町 大字引作141-52 建設業

34 杉山コンサルタンツ株式会社 代表取締役 杉山敏彦 514-1118 津市 久居新町680番地4
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

35 株式会社明和プラテック 代表取締役 細渕敏史 515-0321 多気郡明和町 大字斎宮3576番地3 その他

36 株式会社中村組 代表取締役 中村利一郎 512-8046 四日市市 あかつき台二丁目1番地の192 建設業

37 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

38 株式会社第三銀行 取締役頭取 岩間弘 515-8530 松阪市 京町510番地 金融業

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

40 デンソートリム株式会社 取締役社長 平松晃一 510-1222 三重郡菰野町 大強原赤坂2460番地 製造業

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

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

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

44 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 生活関連サービ

ス業、娯楽業

45 株式会社三重銀行 取締役頭取 渡辺三憲 510-0087 四日市市 西新地7番8号 金融業

46 株式会社ｋｏｄｏ建設 代表取締役 井上陵一 510-1253 三重郡菰野町 大字潤田406-5 建設業

47 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 その他

48 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 製造業

49 エイベックス株式会社 代表取締役 加藤丈典 511-0117 桑名市 多度町下野代
3503-30 製造業

50 株式会社土屋建設 代表取締役 土屋忠 515-0354 多気郡明和町 行部597-5 建設業

51 株式会社プラトンホテル 代表取締役 佐野貴信 510-0087 四日市市 西新地7番3号 サービス業

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

53 株式会社伊勢萬 代表取締役 浜田吉司 519-0501 伊勢市 小俣町明野576番地13 製造業
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