
1 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

2 株式会社佑成産業 代表取締役 岡山 典晃 519-0405 度会郡玉城町 日向字梅ノ木183番3号 建設業

3 大和緑化株式会社 代表取締役 岩本 義久 519-5204 南牟婁郡御浜町 大字阿田和3422番地1 建設業

4 株式会社石吉組 代表取締役社長 橋爪 吉生 517-0501 志摩市 阿児町鵜方1233 建設業

5 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

6 紀北信用金庫 理事長 湯浅 𠀋己 519-3613 尾鷲市 野地町1番3号 金融業

7 株式会社五十嵐建設 代表取締役 五十嵐 和壽 512-1105 四日市市 水沢町3015番地2 建設業

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

9 株式会社中部システムセンター 代表取締役 田中 裕嗣 514-0111 津市 一身田平野175番地1 卸売、小売業

10 株式会社真光組 代表取締役 矢田 慶典 510-1231 三重郡菰野町 大字神森字南川原612番地 建設業

11 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

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

13 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 研究・専門・技術

14 株式会社ＺＴＶ 取締役社長 田村 憲司 514-8557 津市 あのつ台四丁目7番地1 情報通信業

15 岡田パッケージ株式会社 代表取締役 岡田 光生 519-2144 松阪市 八太町550-4 製造業

16 株式会社百五ディーシーカード 代表取締役社長 林 竹生 514-0004 津市 栄町3丁目123-1 サービス業

17 東海土建株式会社 代表取締役社長 橋本 正治 514-0035 津市 西丸之内2番15号 建設業

18 別府建設株式会社 代表取締役 奥山 茂樹 510-0946 四日市市 小林町3018-10 建設業

19 株式会社奥野建設 代表取締役 奥野 勇樹 516-0072 伊勢市 宮後3丁目7番26号 建設業

20 株式会社川木組 代表取締役 川木 正浩 517-0011 鳥羽市 鳥羽2丁目15番15号 建設業

21 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 研究・専門・技術

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

23 日本土木工業株式会社 代表取締役 中野 周一 519-5205 南牟婁郡御浜町 大字引作141-52 建設業

24 衣笠土木有限会社 代表取締役 衣笠 玲子 513-0013 鈴鹿市 国分町16番地の1 建設業

25 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

26 シンフォニアエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 加藤 一路 516-8553 伊勢市 竹ヶ鼻町99番地96 建設業

27 三重シンリョー設備株式会社 代表取締役 別所 俊彦 514-0304 津市 雲出本郷町1805-25 建設業

28 株式会社伊藤工務店 代表取締役 中村 哲也 516-0009 伊勢市 河崎1-11-4 建設業

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

30 有限会社くろべ 代表取締役 中村 弥生 516-0805 伊勢市 御薗町高向481 医療、福祉

31 株式会社光機械製作所 代表取締役 西岡 慶子 514-0112 津市 一身田中野8番の1 製造業

32 上野ハウス株式会社 代表取締役 奥井 実 518-0835 伊賀市 緑ヶ丘南町2332番地 建設業

33 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

34 株式会社エムワン 代表取締役 村井 俊之 515-0061 松阪市 黒田町109 医療、福祉

35 株式会社朝日屋 代表取締役社長 香田 佳永 514-0031 津市 北丸之内20 卸売、小売業、
飲食サービス

36 株式会社藤谷建設 代表取締役 藤谷 文彦 514-1255 津市 庄田町583番地1 建設業

37 株式会社コーストメイト 代表取締役 竹村 信亮 510-8013 四日市市 羽津町4502番地 建設業

38 三重交通株式会社 取締役社長 雲井 敬 514-8635 津市 中央1番1号 運輸業

39 住友電装株式会社 社長 川井 文義 510-8528 四日市市 浜田町5番28号 製造業

40 株式会社百五銀行 取締役頭取 伊藤 歳恭 514-8666 津市 岩田21番27号 金融業

41 株式会社アイ・シー・エス 代表取締役 松岡 孝夫 516-8551 伊勢市 竹ヶ鼻町100番地 サービス業

42 万協製薬株式会社 代表取締役社長 松浦 信男 519-2174 多気郡多気町 五桂1169-142 製造業

43 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

44 株式会社人財バンク 代表取締役 平塚 秀敏 510-0075 四日市市
安島一丁目3番18号 じばさ
ん三重3F

サービス業

45 特定非営利活動法人 a trio 理事長 山口 友美 514-1125 津市
久居元町2361-2 MC第1ビ
ル101

教育・学習支援業

46 中部電力株式会社三重支店 執行役員三重支店長 古田 真二 514-8558 津市 丸之内2番21号 電気業

47 公益財団法人 三重県労働福祉協会 理事長 番条 喜芳 514-0004 津市 栄町1丁目891番地 勤労者福祉事業

48 一般社団法人 三重県労働者福祉協議会 理事長 吉川 秀治 514-0004 津市 栄町1丁目891番地 労働福祉調査・研究
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