
令和４年度各務原市競争入札参加者名簿（建設工事） 令和４年１１月１日現在

資格者番号 業者商号名称 業者代表者役職名 業者代表者氏名 登録業者所在地 業者カナ名称

000010089 アース・クリエイト有限会社 代表取締役 岩田　良 岐阜県岐阜市六条北４－１０ー１９ ｱｰｽｸﾘｴｲﾄ

000020944 株式会社ＩＨＩインフラ建設　中部支店 支店長 牧野　俊也 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目１６番４号 ｱｲｴｲﾁｱｲｲﾝﾌﾗｹﾝｾﾂ

000030319 株式会社ＩＨＩ原動機 代表取締役 赤松　真生 東京都千代田区外神田２丁目１４番５号 ｱｲｴｲﾁｱｲｹﾞﾝﾄﾞｳｷ

000001162 愛岐工業株式会社 代表取締役 江島　権司 各務原市上戸町３丁目１６８番地 ｱｲｷﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000028469 株式会社アイギス 代表取締役 奥村　政一 愛知県小牧市西島町１０６番地 ｱｲｷﾞｽ

000008133 株式会社愛岐通信 代表取締役 中森　昌之 岐阜県本巣郡北方町芝原中町４丁目２９番地の５ ｱｲｷﾞﾂｳｼﾝ

000031589 アイケイサービス株式会社 代表取締役 井上　豊秋 岐阜県大垣市万石二丁目３１番地 ｱｲｹｲｻｰﾋﾞｽ

000035328 株式会社愛紘 代表取締役 早川　仁 岐阜県中津川市田瀬１３０－１ ｱｲｺｳ

000011782 アイシン開発株式会社 代表取締役 前沼　聡 愛知県刈谷市相生町３丁目３番地 ｱｲｼﾝｶｲﾊﾂ

000029981 株式会社アイチケン 代表取締役 井上　小百合 愛知県江南市力長町大当寺１２８番地 ｱｲﾁｹﾝ

000001225 愛知小型エレベ－タ－製造株式会社 代表取締役 林　嘉助 愛知県一宮市浅井町大野字郷中２ー１ ｱｲﾁｺｶﾞﾀｴﾚﾍﾞｰﾀｰｾｲｿﾞｳ

000025790 愛知システムサービス株式会社 代表取締役 安藤　哲夫 愛知県一宮市開明字東沼１３－３ ｱｲﾁｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ

000003622 株式会社アイチテクノ 代表取締役 遠山　武志 愛知県名古屋市名東区大針１丁目３５７番地 ｱｲﾁﾃｸﾉ

000000907 愛知時計電機株式会社　名古屋支店 支店長 日比野　宏紀 愛知県名古屋市熱田区千年１丁目２番７０号 ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ

000000135 アイテック株式会社 代表取締役 前田　幸治 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号 ｱｲﾃﾂｸ

000043733 アイネット・システムズ株式会社 代表取締役 牧山　哲見 大阪府大阪市中央区南船場二丁目９番８号 ｱｲﾈﾂﾄｼｽﾃﾑｽﾞ

000015752 株式会社あおい 代表取締役 田中　洋一 愛知県春日井市下市場町３－８－１２ ｱｵｲ

000003148 青木あすなろ建設株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 鴨川　透 愛知県名古屋市中川区月島町６ー１ ｱｵｷｱｽﾅﾛｹﾝｾﾂ

000013121 株式会社アオキ建設工業 代表取締役 青木　由則 岐阜県岐阜市敷島町１０丁目９９番地 ｱｵｷｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000008276 青野スポーツ施設株式会社 代表取締役 青野　幸三 大阪府守口市文園町５―１９ ｱｵﾉｽﾎﾟｰﾂｼｾﾂ

000001307 青葉工業株式会社　岐阜営業所 所長 東條　正明 岐阜県可児市塩１１４１－１ ｱｵﾊﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000003119 赤津機械株式会社 代表取締役 藤田　彰男 愛知県名古屋市熱田区外土居町９ー４０ ｱｶﾂｷｶｲ

000015759 株式会社アキテック 代表取締役 鹿野　雅人 岐阜県岐阜市茜部本郷１－４３－２ ｱｷﾃﾂｸ

000003608 あきら耕機株式会社　． 本部長 中野　隆志 愛知県名古屋市中区新栄１丁目７番７号 ｱｷﾗｺｳｷ

000037031 アクア株式会社 代表取締役 田畑　明宏 岐阜県揖斐郡池田町田畑９２番３ ｱｸｱ
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000029318 株式会社あくだテック 代表取締役 渡邉　圭介 岐阜県郡上市八幡町稲成１０４５ ｱｸﾀﾞﾃﾂｸ

000017070 株式会社アクトクリエイティブトラスト 代表取締役 田中　基之 岐阜県岐阜市三輪９６２－１１ ｱｸﾄｸﾘｴｲﾃｲﾌﾞﾄﾗｽﾄ

000003308 曙開発株式会社　美濃加茂支店 支店長 松田　幸雄 岐阜県美濃加茂市川合町３―１―８ ｱｹﾎﾞﾉｶｲﾊﾂ

000030401 株式会社浅川設備 代表取締役 浅川　史夫 岐阜県羽島市小熊町外粟野２ー５３ ｱｻｶﾜｾﾂﾋﾞ

000003196 株式会社淺沼組　名古屋支店 執行役員支店長 長谷川　清 愛知県名古屋市中村区名駅南３丁目３番４４号 ｱｻﾇﾏｸﾞﾐ

000003467 浅野アタカ株式会社　中部支店 支店長 岩間　哲史 愛知県名古屋市中区錦１丁目７番３４号 ｱｻﾉｱﾀｶ

000003091 株式会社浅野組 代表取締役 浅野　忠一郎 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄９６７番地 ｱｻﾉｸﾞﾐ

000004493 株式会社浅野商店 代表取締役 浅野　崇 各務原市那加吾妻町５８番地 ｱｻﾉｼﾖｳﾃﾝ

000023794 株式会社浅乃設備 代表取締役 浅野　伸弘 岐阜県岐阜市東改田字再勝６２番地１ ｱｻﾉｾﾂﾋﾞ

000012417 株式会社朝日機器エンジニアリング 代表取締役 西　運光 愛知県名古屋市北区玄馬町１４９ ｱｻﾋｷｷｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000003468 朝日企業株式会社　名古屋支店 取締役支店長 大石　直紀 愛知県名古屋市中村区名駅南４丁目８番１５号 ｱｻﾋｷｷﾞﾖｳ

000003609 株式会社朝日工業社　岐阜営業所 所長 小島　富也 岐阜県岐阜市清住町一丁目４番地 ｱｻﾋｺｳｷﾞﾖｳｼﾔ

000000119 朝日設備工業株式会社 代表取締役 渡邊　直哉 岐阜県岐阜市早田栄町４丁目２８番地 ｱｻﾋｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000000931 朝日電気工業株式会社 代表取締役 恒川　賢太 愛知県名古屋市中村区本陣通４－４８ ｱｻﾋﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000032925 浅海電気株式会社　名古屋支店 支店長 栗原　健治 愛知県名古屋市中区丸の内３－２０－２２ ｱｻﾐﾃﾞﾝｷ

000013131 アシタバ株式会社 代表取締役 高田　晶 岐阜県大垣市波須１－４４０－１ ｱｼﾀﾊﾞ

000003178 芦森エンジニアリング株式会社　名古屋営業所 名古屋営業所長 森川　勉 愛知県名古屋市中村区那古野１丁目３８番１号 ｱｼﾓﾘｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000013707 株式会社アスア 代表取締役 住田　彩 岐阜県岐阜市長良１３２―１―７０２ ｱｽｱ

000015753 アスタム電設株式会社 代表取締役 松野　純也 各務原市那加前洞新町１丁目４６番地３ ｱｽﾀﾑﾃﾞﾝｾﾂ

000000268 アズビル株式会社　ビルシステムカンパニー中部支社 支社長 川上　伸治 愛知県名古屋市中区錦２丁目１４番１９号 ｱｽﾞﾋﾞﾙ

000003075 東建設工業株式会社 代表取締役 東　治夫 岐阜県岐阜市桜通５丁目１２番地 ｱｽﾞﾏｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000001010 株式会社東産業　名古屋営業所 所長 西村　勇 愛知県名古屋市千種区内山３丁目１０の１７ ｱｽﾞﾏｻﾝｷﾞﾖｳ

000015105 株式会社アセック 代表取締役 荒木　宣人 兵庫県尼崎市南初島町１２番地の６ ｱｾﾂｸ

000030612 株式会社アセント 代表取締役 木越　健二 東京都港区芝浦４ー１６ー２３ ｱｾﾝﾄ

000001248 足立建設株式会社 代表取締役 足立　哲也 各務原市前渡西町１０６１番地１ ｱﾀﾞﾁｹﾝｾﾂ
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000033773 足立建設株式会社 代表取締役 足立　真也 愛知県名古屋市昭和区駒方町４丁目２４番地 ｱﾀﾞﾁｹﾝｾﾂ

000004023 足立工業株式会社　岐阜営業所 所長 近澤　敦 岐阜県岐阜市加納新本町３丁目１番地１ ｱﾀﾞﾁｺｳｷﾞﾖｳ

000003089 厚見建設工業株式会社 代表取締役 鍛冶谷　吉郎 岐阜県岐阜市城東通２丁目１５番地 ｱﾂﾐｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000003305 株式会社アトマス 代表取締役 篠田　伸実 岐阜県羽島郡岐南町八剣４－７４ ｱﾄﾏｽ

000031746 アトムテクノス株式会社　岐阜営業所 所長 永井　敬太 岐阜県羽島郡笠松町長池４７８ ｱﾄﾑﾃｸﾉｽ

000000050 アプロ通信株式会社 代表取締役 蓑島　裕和 岐阜県岐阜市茜部菱野４丁目１３４番地 ｱﾌﾟﾛﾂｳｼﾝ

000001279 株式会社阿部設備 代表取締役 阿部　洋久 各務原市鵜沼東町４丁目４番地 ｱﾍﾞｾﾂﾋﾞ

000003457 株式会社安部日鋼工業 代表取締役 井手口　哲朗 岐阜県岐阜市六条大溝３丁目１３番３号 ｱﾍﾞﾆﾂｺｳｺｳｷﾞﾖｳ

000012434 安保建設株式会社 代表取締役 水野　鎌夫 岐阜県中津川市福岡１０８１－１２ ｱﾎﾞｳｹﾝｾﾂ

000004046 アマノ株式会社 代表取締役 津田　博之 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 ｱﾏﾉ

000026616 株式会社天野建設 代表取締役 天野　和孝 岐阜県可児郡御嵩町中切９６０－１ ｱﾏﾉｹﾝｾﾂ

000001330 アムズ株式会社 代表取締役 谷口　吏 石川県金沢市西泉３丁目９２番地 ｱﾑｽﾞ

000003303 株式会社新井組 代表取締役 新井　裕輔 岐阜県高山市大新町２丁目２０５番地１０ ｱﾗｲｸﾞﾐ

000003615 株式会社新井組　名古屋支店 執行役員支店長 加治木　成之 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目５番１０号 ｱﾗｲｸﾞﾐ

000003341 株式会社荒井製作所 代表取締役 箕浦　郁朗 岐阜県岐阜市水海道２丁目１番１３号 ｱﾗｲｾｲｻｸｼﾖ

000010828 株式会社アルス製作所　名古屋営業所 所長 竹尾　信二 愛知県名古屋市北区彩紅橋通１丁目１ー５ ｱﾙｽｾｲｻｸｼﾖ

000001035 アンシンク株式会社 代表取締役 林　雅浩 岐阜県岐阜市須賀３丁目１番２２号 ｱﾝｼﾝｸ

000003156 株式会社安全 代表取締役 山本　一美 岐阜県岐阜市則武中１丁目９番１１号 ｱﾝｾﾞﾝ

000003439 安全防水工事株式会社　可児営業所 所長 安本　勝英 岐阜県可児市川合２０６ ｱﾝｾﾞﾝﾎﾞｳｽｲｺｳｼﾞ

000003649 ａｎｄ株式会社　岐阜支店 支店長 岩崎　直樹 岐阜県関市下有知２７７８－４ ｱﾝﾄﾞ

000003255 株式会社安藤・間　岐阜営業所 所長 副島　英宏 岐阜県岐阜市清住町１丁目４番地 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ

000003511 飯田鉄工株式会社　静岡営業所 所長 長沼　輝人 静岡県静岡市駿河区緑が丘町１番１５－１２号 ｲｲﾀﾞﾃﾂｺｳ

000042402 株式会社イー・メンテ豊橋 代表取締役 初田　邦夫 愛知県豊橋市牛川通２丁目７番地４ ｲｰﾒﾝﾃﾄﾖﾊｼ

000039335 株式会社いえ・ＶＩＳＩＯＮ 代表取締役 伊藤　敬 岐阜県岐阜市宇佐南４－１－１４ ｲｴﾋﾞｼﾞﾖﾝ

000001291 有限会社井形建設 代表取締役 井形　克彦 各務原市鵜沼三ツ池町５丁目２００番地１ ｲｶﾞﾀｹﾝｾﾂ
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000003656 五十嵐工業株式会社 代表取締役 五十嵐　英二 岐阜県中津川市茄子川２０７７ー８ ｲｶﾞﾗｼｺｳｷﾞﾖｳ

000027898 株式会社池田産業　本店 本店長取締役 岩村　幸正 岐阜県多治見市赤坂町６丁目２－９８ ｲｹﾀﾞｻﾝｷﾞﾖｳ

000017269 株式会社池田製畳 代表取締役 山本　昇治 岐阜県岐阜市中鶉２丁目１６番地１ ｲｹﾀﾞｾｲｼﾞﾖｳ

000033193 池田電気株式会社 代表取締役 池田　憲治 京都府宮津市字滝馬７０５ ｲｹﾀﾞﾃﾞﾝｷ

000001222 株式会社イシイ 代表取締役 中嶋　浩二 岐阜県大垣市本今６丁目５８番地 ｲｼｲ

000003161 株式会社石垣　名古屋支店 支店長 川原田　純也 愛知県名古屋市中区錦２丁目４番３号 ｲｼｶﾞｷ

000000137 石垣メンテナンス株式会社　名古屋支店 支店長 兼松　弘之 愛知県名古屋市中区錦２丁目４番３号 ｲｼｶﾞｷﾒﾝﾃﾅﾝｽ

000003585 石川設電株式会社 代表取締役 石川　時久 岐阜県不破郡垂井町綾戸５４５番地 ｲｼｶﾜｾﾂﾃﾞﾝ

000003159 石黒体育施設株式会社 代表取締役 石黒　和重 愛知県名古屋市千種区春岡２丁目２７番１８号 ｲｼｸﾞﾛﾀｲｲｸｼｾﾂ

000001231 石田水道株式会社 代表取締役 石田　卓大 各務原市鵜沼羽場町１丁目１７２番地１ ｲｼﾀﾞｽｲﾄﾞｳ

000017074 イシデンエンジニアリング株式会社 代表取締役 三宅　正敏 岐阜県恵那市大井町２０８７番地の２２１ ｲｼﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000003200 石原電機工業株式会社 代表取締役 石原　昭弘 岐阜県中津川市千旦林１１８番地の８４ ｲｼﾊﾗﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000038326 石政佐藤石材有限会社 代表取締役 佐藤　豊 岐阜県多治見市生田町一丁目１番地１ ｲｼﾏｻｻﾄｳｾｷｻﾞｲ

000008142 株式会社和泉 代表取締役 林本　知明 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野１９１－１ ｲｽﾞﾐ

000011209 泉建設工業株式会社 代表取締役 泉　恵美 岐阜県揖斐郡池田町本郷１０９４－６ ｲｽﾞﾐｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000011207 株式会社イズミ通信 代表取締役 小泉　宣昭 岐阜県岐阜市菅生６丁目９番１７号 ｲｽﾞﾐﾂｳｼﾝ

000003093 和泉土建株式会社 代表取締役 堀　哲也 岐阜県岐阜市加納黒木町２丁目２４番地 ｲｽﾞﾐﾄﾞｹﾝ

000003580 株式会社磯村　名古屋営業所 所長 河井　克至 愛知県名古屋市中村区藤江町三丁目１６３番地 ｲｿﾑﾗ

000000889 株式会社市川工務店 代表取締役 小川　健 岐阜県岐阜市鹿島町６丁目２７番地 ｲﾁｶﾜｺｳﾑﾃﾝ

000003259 株式会社イチテック 代表取締役 伊貝　英治 愛知県一宮市せんい１丁目２番１９号 ｲﾁﾃﾂｸ

000003494 一宮電話興業株式会社 代表取締役 酒井　章 愛知県一宮市赤見１丁目１番２号 ｲﾁﾉﾐﾔﾃﾞﾝﾜｺｳｷﾞﾖｳ

000003496 市原産業株式会社 代表取締役 市原　俊享 岐阜県可児市川合２７４９番地の９ ｲﾁﾊﾗｻﾝｷﾞﾖｳ

000003322 一松電気工事株式会社 代表取締役 平山　泰行 岐阜県岐阜市則松５丁目１１６番地２ ｲﾁﾏﾂﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000003134 伊藤建工株式会社 代表取締役 伊藤　博視 岐阜県養老郡養老町飯田１３３３ ｲﾄｳｹﾝｺｳ

000019137 有限会社伊藤建設 代表取締役 伊藤　誠 各務原市大野町６丁目６０番地３ ｲﾄｳｹﾝｾﾂ
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000001169 株式会社イトー住建 代表取締役 伊藤　博 各務原市鵜沼三ツ池町３丁目３１３番地 ｲﾄｰｼﾞﾕｳｹﾝ

000022455 井戸建設株式会社 代表取締役 井戸　徳明 岐阜県多治見市昭和町３２－４ ｲﾄﾞｹﾝｾﾂ

000003573 井戸忠工業株式会社 代表取締役 渡邊　重則 岐阜県瑞穂市別府１０６７ ｲﾄﾞﾁﾕｳｺｳｷﾞﾖｳ

000003616 イナガキ工業株式会社 代表取締役 稲垣　善文 岐阜県多治見市赤坂町１丁目９０番地の３ ｲﾅｶﾞｷｺｳｷﾞﾖｳ

000000785 イナザワ防災株式会社 代表取締役 永井　俊之 愛知県稲沢市池部町２丁目８３番地 ｲﾅｻﾞﾜﾎﾞｳｻｲ

000011159 株式会社井上工務店 代表取締役 井上　正博 岐阜県高山市江名子町２７１５ー１１ ｲﾉｳｴｺｳﾑﾃﾝ

000011167 井納建設株式会社 代表取締役 井納　英昭 岐阜県本巣市文殊６７８－１ ｲﾉｳｹﾝｾﾂ

000010024 イノコ株式会社 代表取締役社長 猪子　哲司 愛知県名古屋市昭和区滝川町３１番地３２ ｲﾉｺ

000037182 株式会社イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ ｲﾋﾞｿｸ

000000643 イビデンエンジニアリング株式会社 取締役社長 西田　剛 岐阜県大垣市木戸町１１２２ ｲﾋﾞﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000003221 イビデングリーンテック株式会社 代表取締役社長 坂井　隆 岐阜県大垣市河間町３－５５ ｲﾋﾞﾃﾞﾝｸﾞﾘｰﾝﾃﾂｸ

000000490 有限会社今尾緑園 代表取締役 今尾　浪男 各務原市各務山の前町１丁目１５１番地の２ ｲﾏｵﾘﾖｸｴﾝ

000000248 今村電機商会 代表者 今村　正樹 各務原市前渡西町７丁目６－１ ｲﾏﾑﾗﾃﾞﾝｷｼﾖｳｶｲ

000012440 岩井建設株式会社 代表取締役 岩井　貞三 岐阜県岐阜市折立字長瀬４５３－１ ｲﾜｲｹﾝｾﾂ

000029187 岩井設備工業 事業主 岩井　治朗 各務原市那加雄飛ケ丘町１７－１２ ｲﾜｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000003429 株式会社岩城 代表取締役 文城　弘 岐阜県可児市柿下２番地の１ ｲﾜｷ

000011162 株式会社岩倉工務店 代表取締役 岩倉　正則 岐阜県羽島郡笠松町米野字西起７６ ｲﾜｸﾗｺｳﾑﾃﾝ

000016775 株式会社イワサキ 代表取締役 小木下　真二 岐阜県可児市清水ケ丘３丁目５５番地 ｲﾜｻｷ

000025788 株式会社岩崎工業 代表取締役 岩崎　明 岐阜県岐阜市光樹町３０－３ ｲﾜｻｷｺｳｷﾞﾖｳ

000003477 株式会社岩佐鐵工所 代表取締役 岩佐　耕作 岐阜県高山市昭和町３ー７８－３ ｲﾜｻﾃﾂｺｳｼﾖ

000003261 イワタ建設株式会社 代表取締役 杉本　高男 岐阜県岐阜市茜部野瀬１－２１－１ ｲﾜﾀｹﾝｾﾂ

000011807 岩田地崎建設株式会社　名古屋支店 支店長 鶴田　博久 愛知県名古屋市中区錦１丁目１８番２４号 ｲﾜﾀﾁｻﾞｷｹﾝｾﾂ

000003530 イワタニ東海株式会社 代表取締役 林　裕幸 岐阜県羽島市新生町１丁目１５番地 ｲﾜﾀﾆﾄｳｶｲ

000003213 岩間造園株式会社 代表取締役 岩間　紀久裕 愛知県名古屋市瑞穂区中山町６―３―２ ｲﾜﾏｿﾞｳｴﾝ

000003277 株式会社植倉造園 代表取締役 川瀬　泰孝 岐阜県大垣市南若森町８２３－３ ｳｴｸﾗｿﾞｳｴﾝ
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000020945 株式会社上田新工業 代表取締役 上田　重幸 三重県四日市市河原田町１６２０番地１ ｳｴﾀﾞｼﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000000534 株式会社ウエックス 代表取締役 清水　重喜 各務原市蘇原沢上町４丁目６番地 ｳｴﾂｸｽ

000003444 上村建設株式会社 代表取締役 上村　聖二 岐阜県本巣市上真桑１５５０番地１ ｳｴﾑﾗｹﾝｾﾂ

000000160
株式会社ウォーターエージェンシー　愛知オペレーションセ
ンター

センター長 水野　明 愛知県名古屋市守山区新守町１５４ ｳｵｰﾀｰｴｰｼﾞｴﾝｼｰ

000000012 株式会社ウォーターテック　名古屋営業所 担当部長 青木　一就 愛知県名古屋市中区錦３丁目７番９号 ｳｵｰﾀｰﾃﾂｸ

000003578 株式会社魚津社寺工務店 代表取締役 魚津　忠弘 愛知県名古屋市中川区西日置二丁目１２番２０号 ｳｵﾂｼﾔｼﾞｺｳﾑﾃﾝ

000001188 株式会社宇佐美組 代表取締役 宇佐美　憲邦 岐阜県大垣市浅草１丁目２８０番地 ｳｻﾐｸﾞﾐ

000011475 株式会社牛福久 代表取締役 米本　篤史 愛知県名古屋市西区宝地町３６９ ｳｼﾌｸ

000000617 株式会社ウスイ消防 代表取締役 臼井　潔 岐阜県岐阜市金園町３丁目２５番地 ｳｽｲｼﾖｳﾎﾞｳ

000003128 内田工業株式会社 代表取締役 内田　裕郎 愛知県名古屋市中川区好本町３丁目６７番地 ｳﾁﾀﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000001292 株式会社内田商会 代表取締役 内田　譲二 岐阜県岐阜市池ノ上町４丁目６番地 ｳﾁﾀﾞｼﾖｳｶｲ

000032359 株式会社ウッドストン山田石商 代表取締役 山田　章嗣 岐阜県岐阜市長良１９１２ ｳﾂﾄﾞｽﾄﾝﾔﾏﾀﾞｾｷｼﾖｳ

000001300 株式会社ウヌマ電業 代表取締役 宮田　完 各務原市鵜沼東町３丁目５ ｳﾇﾏﾃﾞﾝｷﾞﾖｳ

000001255 ウノインフラプランテック株式会社　各務原支店 支店長 永田　浩 各務原市各務山の前町４－５０２ ｳﾉｲﾝﾌﾗﾌﾟﾗﾝﾃﾂｸ

000019147 宇野重工株式会社　名古屋営業所 所長 澤田　成寿 愛知県名古屋市中村区名駅４－２５－１７ ｳﾉｼﾞﾕｳｺｳ

000003274 梅田建設株式会社 代表取締役 梅田　一人 岐阜県可児市谷迫間３５１番地 ｳﾒﾀﾞｹﾝｾﾂ

000010829 梅田建設株式会社 代表取締役社長 梅田　真臣 岐阜県山県市松尾３－２５ ｳﾒﾀﾞｹﾝｾﾂ

000003483 浦安工業株式会社　名古屋支店
執行役員名古屋支
店長

津田　修 愛知県名古屋市中区栄１丁目２９番１９号 ｳﾗﾔｽｺｳｷﾞﾖｳ

000037028 有限会社エイ・エス・ピー設備 代表取締役 吉村　修 岐阜県岐阜市加納神明町４丁目７番地１ ｴｲｴｽﾋﾟｰｾﾂﾋﾞ

000000127 株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス　中日本支店 支店長 石川　和宏 愛知県名古屋市中区錦３－２０－２７ ｴｲﾁﾜｲｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

000011809 有限会社エイテック 代表取締役 山中　浩 岐阜県関市小瀬９５３番地１ ｴｲﾃﾂｸ

000000935 英和株式会社　名古屋営業所 所長 林　秀和 愛知県名古屋市東区葵３ー１５ー３１ ｴｲﾜ

000010798 株式会社エーアンドブイ 代表取締役 森　久洋 愛知県名古屋市千種区城木町２丁目９８ ｴｰｱﾝﾄﾞﾌﾞｲ

000003529 株式会社ＡＫメンテナンス　各務原営業所 各務原営業所長 木下　晶子 各務原市小佐野町３丁目９５番地１ ｴｰｹｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ

000001178 株式会社エオネックス 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町１丁目１９番地４ ｴｵﾈﾂｸｽ
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000003661 エクシオグループ株式会社　東海支店 支店長 河野　憲二 愛知県名古屋市中区錦３丁目１０番３３号 ｴｸｼｵｸﾞﾙｰﾌﾟ

000033574 エコテック株式会社 代表取締役 掛水　法美 愛知県名古屋市東区泉二丁目１８番１３号 ｴｺﾃﾂｸ

000003334 有限会社江崎電設建設 代表取締役 江崎　哲臣 岐阜県土岐市土岐口中町１丁目３０番地 ｴｻﾞｷﾃﾞﾝｾﾂｹﾝｾﾂ

000003421 エスエヌ環境テクノロジー株式会社 代表取締役 辻　勝久 大阪府大阪市此花区西九条５丁目３番２８号 ｴｽｴﾇｶﾝｷﾖｳﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

000013127 株式会社エス・エル 代表取締役 岸本　進 大阪府大阪市福島区野田５丁目１７番２２号 ｴｽｴﾙ

000000027 株式会社エステム 代表取締役 塩﨑　敦子 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９―１ ｴｽﾃﾑ

000000493 エスペックミック株式会社 代表取締役社長 前川　剛司 愛知県丹羽郡大口町大御堂１丁目２３３番地の１ ｴｽﾍﾟﾂｸﾐﾂｸ

000000644 エヌアイ通信工業株式会社 代表取締役 服部　隆 岐阜県岐阜市三笠町２丁目１１番地の４ ｴﾇｱｲﾂｳｼﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000000405 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　岐阜営業所 営業所長 真井　隆 岐阜県岐阜市金町６－６ ｴﾇｲｰｼｰﾈﾂﾂｴｽｱｲ

000003604 ＮＥＣフィールディング株式会社　岐阜支店 支店長 東脇　貴博 岐阜県岐阜市宇佐南３丁目４番７号 ｴﾇｲｰｼｰﾌｲｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞ

000013695 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　名古屋総支社 総支社長 村山　至 愛知県名古屋市東区東桜１丁目４番３号 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ

000015762 株式会社ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 支社長 中島　直人 新潟県南魚沼市大崎４３６９番地２ ｴﾇｴﾇｼｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000003301 ＮＤＳ株式会社　岐阜支店 支店長 大西　秀隆 岐阜県岐阜市西改田字川向１６４番地 ｴﾇﾃﾞｲｰｴｽ

000001287 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　岐阜支店 支店長 内山　和政 岐阜県岐阜市学園町３－４５ ｴﾇﾃｲﾃｲｲﾝﾌﾗﾈﾂﾄ

000000695
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社　東海支
社

東海支社長 中川　哲也 愛知県名古屋市東区葵１－２０ー６ ｴﾇﾃｲﾃｲﾃﾞｰﾀｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ

000011777
ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社　岐阜ビジネス営業
部

岐阜ビジネス営業部
長

吉田　邦彦 岐阜県岐阜市梅ヶ枝町２－３１ ｴﾇﾃｲﾃｲﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘﾕｰｼﾖﾝｽﾞ

000020222 ＮＤネットサービス有限会社 代表取締役 鈴木　宏隆 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５ ｴﾇﾃﾞｲﾈﾂﾄｻｰﾋﾞｽ

000042405 エバーストラクション株式会社　岐阜営業所 岐阜営業所長 河井　彰 岐阜県羽島郡岐南町三宅９丁目１２３－１ ｴﾊﾞｰｽﾄﾗｸｼﾖﾝ

000000918 荏原実業株式会社　中部営業所 所長 上野　長和 愛知県名古屋市熱田区金山町１丁目７番５号 ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞﾖｳ

000003234 荏原商事株式会社　中部支社 支社長 山本　和正 愛知県名古屋市中村区名駅１－１―４ ｴﾊﾞﾗｼﾖｳｼﾞ

000000274 株式会社荏原製作所　中部支社 支社長 植田　康裕 愛知県名古屋市西区菊井２丁目２２番７号 ｴﾊﾞﾗｾｲｻｸｼﾖ

000008130 株式会社荏原電産　中部支店 支店長 川口　次男 愛知県名古屋市西区菊井２丁目２２番７号 ｴﾊﾞﾗﾃﾞﾝｻﾝ

000037378 株式会社Ｆーｔｅｃ 代表取締役 藤井　啓栄 岐阜県可児市土田字堀口４１８５－４ ｴﾌﾃﾂｸ

000008145 株式会社エフワンエヌ　中部支店 支店長 伊場　淳子 愛知県一宮市浅野字馬東２９ ｴﾌﾜﾝｴﾇ

000030544 株式会社エレックス極東 代表取締役 三宅　正貢 愛知県名古屋市天白区島田３丁目６０８番地の１ ｴﾚﾂｸｽｷﾖｸﾄｳ
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000001154 株式会社遠藤組 代表取締役 遠藤　博之 各務原市那加山後町３丁目２６番地 ｴﾝﾄﾞｳｸﾞﾐ

000001298 遠藤設備工業株式会社 代表取締役 遠藤　勉 各務原市那加石山町２丁目２２番地 ｴﾝﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000003020 塩谷建設株式会社 代表取締役 五十川　栄喜 岐阜県岐阜市六条片田１丁目３番１号 ｴﾝﾔｹﾝｾﾂ

000000656 オイレスＥＣＯ株式会社　名古屋支店 支店長 後藤　雅和 愛知県名古屋市中村区名駅４－１７－３ ｵｲﾚｽｴｺ

000001278 株式会社横建 代表取締役 横山　浩之 各務原市那加前洞新町５丁目１０９番地４ ｵｳｹﾝ

000003418 王春工業株式会社　岐阜営業所 所長 所　元昭 岐阜県多治見市池田町６丁目７０番地 ｵｳｼﾕﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000003339 大井建設株式会社　恵那支店 執行役員支店長 後藤　登茂美 岐阜県恵那市長島町中野１００２番地の１ ｵｵｲｹﾝｾﾂ

000003440 株式会社大村建設 代表取締役 大村　順 岐阜県岐阜市岩崎８０６－３ ｵｵｵﾑﾗｹﾝｾﾂ

000003451 株式会社扇屋 代表取締役 河野　春男 各務原市蘇原野口町２丁目８番地 ｵｵｷﾞﾔ

000003475 株式会社大阪防水建設社　名古屋支店 支店長 三輪　忠史 愛知県名古屋市北区辻本通１丁目１０－１番地 ｵｵｻｶﾎﾞｳｽｲｹﾝｾﾂｼﾔ

000003438 株式会社大鹿造園土木 代表取締役 大鹿　一也 岐阜県山県市中洞２５４番地 ｵｵｼｶｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

000003603 株式会社大島組 代表取締役 大島　良三 愛知県名古屋市北区柳原４丁目２番１号 ｵｵｼﾏｸﾞﾐ

000003368 大島造園土木株式会社 代表取締役 大島　健資 愛知県名古屋市中区栄一丁目１０番３４号 ｵｵｼﾏｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

000003240 株式会社大島電氣工事 代表取締役 大島　靖生 岐阜県土岐市鶴里町柿野２４７４ ｵｵｼﾏﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000037179 株式会社大菅工業 代表取締役 白木　毅仁 岐阜県岐阜市大菅北２１番２８号 ｵｵｽｶﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000003139 株式会社オオタ 代表取締役 太田　麻子 各務原市蘇原新栄町２丁目５３番地の２ ｵｵﾀ

000001316 株式会社大竹建設工業所 代表取締役 大竹　恭一 各務原市鵜沼南町７丁目１７３番地 ｵｵﾀｹｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳｼﾖ

000016779 有限会社太田ペイント塗装 代表取締役 高垣　守宏 岐阜県可児市土田３６９９ー１ ｵｵﾀﾍﾟｲﾝﾄﾄｿｳ

000021508 株式会社大坪通信設備 代表取締役 大坪　達也 岐阜県中津川市駒場１６６０－１４３ ｵｵﾂﾎﾞﾂｳｼﾝｾﾂﾋﾞ

000000923 株式会社オーテック　環境システム事業部岐阜営業所 所長 山口　進 岐阜県岐阜市蕪城町５ ｵｰﾃﾂｸ

000004056 株式会社大西組 代表取締役 佐藤　玄太 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良１０１４番地の１ ｵｵﾆｼｸﾞﾐ

000019742 大野製畳株式会社 代表取締役 大野　安律 岐阜県羽島郡笠松町大池町３４番地の１ ｵｵﾉｾｲｼﾞﾖｳ

000018223 有限会社大野電気工事 事業主 大野　正博 岐阜県美濃加茂市太田町４２３２ ｵｵﾉﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000003197 有限会社大野塗装 代表取締役 大野　雅司 各務原市鵜沼川崎町１丁目９０番地 ｵｵﾉﾄｿｳ

000003329 株式会社大橋組 代表取締役 大橋　信之 岐阜県養老郡養老町大巻４５９０ ｵｵﾊｼｸﾞﾐ
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000003319 株式会社大林組　岐阜営業所 所長 大澤　泰尚 岐阜県岐阜市吉野町６丁目１６番地 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ

000003795 株式会社オービス　名古屋営業所 所長 森　秀明 愛知県名古屋市北区平安２丁目１番１４号 ｵｰﾋﾞｽ

000003663 オオブユニティ株式会社 代表取締役 相木　徹 愛知県大府市北崎町駒場８８番地 ｵｵﾌﾞﾕﾆﾃｲ

000011466 株式会社大洞工務店 代表取締役 大洞　實 岐阜県岐阜市萱場南１－５－１８ ｵｵﾎﾞﾗｺｳﾑﾃﾝ

000001179 大堀建設株式会社 代表取締役 大堀　直樹 各務原市蘇原寺島町２丁目８７番地２ ｵｵﾎﾘｹﾝｾﾂ

000031748 株式会社大前工務店 代表取締役 大前　克秀 岐阜県高山市山田町１１６１―１５ ｵｵﾏｴｺｳﾑﾃﾝ

000003559 株式会社大本組　名古屋支店 執行役員支店長 山廣　隆宏 愛知県名古屋市千種区池下１丁目１０番８号 ｵｵﾓﾄｸﾞﾐ

000013696 株式会社オーヤラックス　名古屋営業所 所長 平石　潔 愛知県名古屋市中区栄１丁目１０番２１号 ｵｰﾔﾗﾂｸｽ

000000067 岡田産業株式会社 代表取締役 岡田　明彦 岐阜県岐阜市宇佐南４丁目１７番１０号 ｵｶﾀﾞｻﾝｷﾞﾖｳ

000036084 株式会社岡田製作所 代表取締役 鈴木　郁男 群馬県館林市近藤町３１８番地の２ ｵｶﾀﾞｾｲｻｸｼﾖ

000024278 株式会社岡部 代表取締役社長 岡部　竜一 富山県南砺市祖山３９ ｵｶﾍﾞ

000011800 株式会社岡山工務店 代表取締役 岡山　彰宏 岐阜県中津川市福岡６８５－１ ｵｶﾔﾏｺｳﾑﾃﾝ

000003706 ＯＫＩクロステック株式会社　中部支社 支社長 古賀　真之 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１３番３１号 ｵｷｸﾛｽﾃﾂｸ

000027809 オギケン株式会社 代表取締役 小木曽　慎一 岐阜県本巣郡北方町芝原東町５丁目１０番地 ｵｷﾞｹﾝ

000001201 小木曽設備工業株式会社 代表取締役 小木曽　清人 各務原市那加南栄町８６番地４ ｵｷﾞｿｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000000925 沖電気工業株式会社　岐阜支店 支店長 徳永　雅一 岐阜県岐阜市薮田南１丁目２番地３ ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000001119 奥アンツーカ株式会社　中部営業所 所長 岡田　誠己 三重県四日市市西阿倉川１３６７番１５号 ｵｸｱﾝﾂｰｶ

000003390 奥原建設株式会社 代表取締役 奥原　小百合 岐阜県高山市総和町３丁目１１１番地２ ｵｸﾊﾗｹﾝｾﾂ

000003143 株式会社奥村組　名古屋支店 執行役員支店長 堀　順一 愛知県名古屋市中村区竹橋町２９番８号 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ

000010787 奥村組土木興業株式会社　名古屋支店 支店長 村上　貞行 愛知県名古屋市中村区名駅南４丁目８番１７号 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐﾄﾞﾎﾞｸｺｳｷﾞﾖｳ

000014110 奥村設備 奥村　富男 各務原市蘇原村雨町１丁目３３の２ ｵｸﾑﾗｾﾂﾋﾞ

000003562 奥村電気工事株式会社 代表取締役 奥村　健太郎 岐阜県土岐市泉町久尻５２番地の１ ｵｸﾑﾗﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000035142 小栗電機工業株式会社 代表取締役 東田　加奈 岐阜県岐阜市山吹町３－４６－１ ｵｸﾞﾘﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000004027 株式会社小栗電気工事 代表取締役 小栗　信夫 岐阜県土岐市下石町８１番地 ｵｸﾞﾘﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000015181 株式会社オザキ 代表取締役 尾崎　嘉彦 岐阜県関市小瀬字庄西６５８番地の２ ｵｻﾞｷ
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000011166 小塩通信株式会社 代表取締役 小塩　渉 岐阜県岐阜市敷島町７－３４ ｵｼﾞｵﾂｳｼﾝ

000001233 株式会社尾関水道工業所 代表取締役 尾関　誠 各務原市川島河田町４８６番地 ｵｾﾞｷｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞﾖｳｼﾖ

000025784 株式会社尾関製作所 代表取締役 尾関　恵一 岐阜県岐阜市徹明通５丁目４番地 ｵｾﾞｷｾｲｻｸｼﾖ

000008143 オタ建設株式会社　郡上営業所 所長 堀　雅文 岐阜県郡上市和良町横野３３５番地１ ｵﾀｹﾝｾﾂ

000022309 小田鉄網株式会社　岐阜営業所 所長 林　達也 岐阜県羽島市福寿町浅平２丁目２８番地 ｵﾀﾞﾃﾂﾓｳ

000003689 株式会社小野電気商会 代表取締役 小野　倉可 岐阜県海津市平田町今尾１８２６番地の１ ｵﾉﾃﾞﾝｷｼﾖｳｶｲ

000003448 小野電産業株式会社 代表取締役社長 小野　史宏 岐阜県大垣市築捨町４丁目３８番地の３ ｵﾉﾃﾞﾝｻﾝｷﾞﾖｳ

000003693 小原建設株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 久野　文也 愛知県名古屋市中区栄３丁目３２番２０号 ｵﾊﾞﾗｹﾝｾﾂ

000003351 オリエンタル白石株式会社　名古屋営業支店 支店長 田口　晋吉 愛知県名古屋市中区栄２丁目３番６号 ｵﾘｴﾝﾀﾙｼﾗｲｼ

000016724 オリエントハウス株式会社　名古屋支店 支店長 平田　範滿 愛知県名古屋市西区城西４丁目２２番８号 ｵﾘｴﾝﾄﾊｳｽ

000000018 株式会社尾張クリーンパイプ 代表取締役 坂本　泰之 愛知県小牧市間々原新田１０５３番地 ｵﾜﾘｸﾘｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ

000001334 株式会社オンダ 代表取締役 恩田　弘文 各務原市蘇原吉野町三丁目１番地 ｵﾝﾀﾞ

000003300 恩田建設株式会社 代表取締役 恩田　正孝 岐阜県岐阜市岩崎８８７－２ ｵﾝﾀﾞｹﾝｾﾂ

000001348 株式会社貝出電機商会 代表取締役 貝出　賢司 愛知県名古屋市東区筒井１丁目１４番２号 ｶｲﾃﾞﾃﾞﾝｷｼﾖｳｶｲ

000001259 各務原建設株式会社 代表取締役 小川　亮 各務原市蘇原野口町５丁目１１９番地 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗｹﾝｾﾂ

000000618 株式会社各務原電気商会 代表取締役 谷口　貞彦 各務原市鵜沼各務原町２丁目２２７番地 ｶｶﾐｶﾞﾊﾗﾃﾞﾝｷｼﾖｳｶｲ

000000521 各務原造園株式会社 代表取締役 中田　展弘 各務原市須衛町１丁目１５３番地１ ｶｶﾞﾐﾊﾗｿﾞｳｴﾝ

000013026 株式会社柿本商会 代表取締役社長 柿本　一如 石川県金沢市藤江南２丁目２８番地 ｶｷﾓﾄｼﾖｳｶｲ

000015179 株式会社角藤　中津川営業所 所長 鈴木　和孝 岐阜県中津川市手賀野４２２－１ ｶｸﾄｳ

000003632 株式会社カケン　岐阜営業所 所長 大村　正明 岐阜県岐阜市六条江東３丁目３番地９ ｶｹﾝ

000003078 有限会社カサイ技建 代表取締役 笠井　勇 岐阜県岐阜市加納北広江町３番地 ｶｻｲｷﾞｹﾝ

000022908 鹿島環境エンジニアリング株式会社 代表取締役 新川　隆夫 東京都港区元赤坂１丁目５番３１号 ｶｼﾞﾏｶﾝｷﾖｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000003069 鹿島建設株式会社　岐阜営業所 所長 堀　泰 岐阜県岐阜市橋本町２丁目２０番地 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ

000011790 カシモ機械株式会社 代表取締役 熊谷　安成 岐阜県中津川市加子母２３０１ ｶｼﾓｷｶｲ

000012413 カシワギ電気株式会社 代表取締役 柏　太輔 愛知県名古屋市東区東桜２－３－２２ ｶｼﾜｷﾞﾃﾞﾝｷ
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000020105 有限会社片岡電工 代表取締役 片岡　浩二 各務原市蘇原清住町６－１ー２ ｶﾀｵｶﾃﾞﾝｺｳ

000005388 片桐電設株式会社 代表取締役 片桐　崇 岐阜県関市小瀬２７３６番地１ ｶﾀｷﾞﾘﾃﾞﾝｾﾂ

000003584 株式会社加地工務店 代表取締役 加地　宣彦 岐阜県中津川市付知町６０５４番地 ｶﾁｺｳﾑﾃﾝ

000010800 桂川電工株式会社 代表取締役 桂川　卓也 岐阜県下呂市萩原町上村７８８－１ ｶﾂﾗｶﾞﾜﾃﾞﾝｺｳ

000001252 株式会社加藤組 代表取締役 加藤　大武 岐阜県羽島郡笠松町円城寺１４３３番地 ｶﾄｳｸﾞﾐ

000003360 加藤建設株式会社 代表取締役 野中　千晴 愛知県名古屋市昭和区出口町２ー４０ ｶﾄｳｹﾝｾﾂ

000003384 株式会社加藤建設 代表取締役社長 加藤　明 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場１９番地の１ ｶﾄｳｹﾝｾﾂ

000011784 加藤建設株式会社 代表取締役 森　晃廣 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神１１５８－１ ｶﾄｳｹﾝｾﾂ

000001249 加藤水道設備株式会社 代表取締役 加藤　壽久 各務原市鵜沼山崎町５丁目３６番地 ｶﾄｳｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ

000001318 カトウ綜建株式会社 代表取締役 加藤　雅康 各務原市那加東野町２―１０ ｶﾄｳｿｳｹﾝ

000043324 可児興業株式会社 代表取締役 可児　竜太 各務原市川島笠田町３－４１ ｶﾆｺｳｷﾞﾖｳ

000001230 鐘建工業株式会社 代表取締役 浅野　友之 各務原市那加岩地町３－１２３ ｶﾈｹﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000003311 金子工業株式会社　岐阜支店 取締役支店長 古川　浩一 岐阜県岐阜市江添３丁目７の２６ ｶﾈｺｺｳｷﾞﾖｳ

000014216 兼新電機株式会社 代表取締役 伊東　勇夫 愛知県名古屋市中川区柳森町９０７番地 ｶﾈｼﾝﾃﾞﾝｷ

000042583 株式会社加納工務店 代表取締役 加納　寛巳 愛知県名古屋市中区千代田１－４－１５ ｶﾉｳｺｳﾑﾃﾝ

000003574 加納水道設備株式会社 代表取締役 加納　浩二 岐阜県大垣市三津屋町２―５６ ｶﾉｳｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ

000003241 株木建設株式会社　名古屋支店 支店長 佐藤　征吾 愛知県名古屋市中区栄４丁目７番１０号 ｶﾌﾞｷｹﾝｾﾂ

000003375 鎌長製衡株式会社 代表取締役 鎌田　長明 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６番地 ｶﾏﾁﾖｳｾｲｺｳ

000001319 株式会社カミノ 代表取締役 天野　敏彦 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内１０丁目７７番地 ｶﾐﾉ

000015109 加茂水道工業株式会社 代表取締役 奥田　重信 岐阜県加茂郡川辺町中川辺８３－１ ｶﾓｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞﾖｳ

000000519 株式会社カワイ工業 代表取締役 川合　雅和 岐阜県岐阜市則武西２丁目２８番８号 ｶﾜｲｺｳｷﾞﾖｳ

000003605 川合鑿泉工業株式会社 代表取締役 川合　容平 岐阜県大垣市本今町２３７番地 ｶﾜｲｻｸｾﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000003288 川北電気工業株式会社　岐阜営業所 所長 加藤　武司 岐阜県岐阜市明徳町１０番地 ｶﾜｷﾀﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000035775 河口電機株式会社 代表取締役 河口　安男 岐阜県岐阜市柳津町下佐波２－９６ ｶﾜｸﾞﾁﾃﾞﾝｷ

000000859 川崎重工業株式会社　中部支社 支社長 小西　昇 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 ｶﾜｻｷｼﾞﾕｳｺｳｷﾞﾖｳ
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000000234 川崎設備工業株式会社　各務原営業所 所長 田村　直樹 各務原市鵜沼川崎町１丁目９番地 ｶﾜｻｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000019364 株式会社川島鉄工所 代表取締役 川島　義久 愛知県名古屋市千種区今池南２９－１６ ｶﾜｼﾏﾃﾂｺｳｼﾖ

000001090 川重冷熱工業株式会社　中日本支社 支社長 高畑　輝彦 愛知県名古屋市西区市場木町３９０番地 ｶﾜｼﾞﾕｳﾚｲﾈﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000000207 有限会社カワショウ 代表取締役 河村　洋行 岐阜県岐阜市鷺山１３９番地の１ ｶﾜｼﾖｳ

000001293 株式会社川瀬組 代表取締役 加藤　伸治 各務原市川島渡町２３４番地 ｶﾜｾｸﾞﾐ

000003040 株式会社川瀬組 代表取締役 川瀬　嘉洋 岐阜県羽島市小熊町４丁目５９５番地 ｶﾜｾｸﾞﾐ

000003098 株式会社川瀬電気工業所 代表取締役 鈴田　正道 愛知県名古屋市昭和区鶴舞３丁目１６番３０号 ｶﾜｾﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞﾖｳｼﾖ

000001265 川瀬塗装株式会社 代表取締役 大山　芳峰 岐阜県岐阜市岩栄町２丁目１４－５ ｶﾜｾﾄｿｳ

000003405 川田建設株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 石橋　憲二 愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１号 ｶﾜﾀﾞｹﾝｾﾂ

000003533 有限会社カワダ建設 代表取締役 河田　正光 岐阜県岐阜市村山１７５６番地 ｶﾜﾀﾞｹﾝｾﾂ

000001251 株式会社河田建築 代表取締役 河田　英明 各務原市上中屋町３丁目１７７番地 ｶﾜﾀﾞｹﾝﾁｸ

000004016 川田工業株式会社　名古屋営業所 所長 麻畠　康弘 愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１号 ｶﾜﾀﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000003481 株式会社川田電機工務店 代表取締役社長 川田　弘 岐阜県岐阜市吹上町６丁目２５番地 ｶﾜﾀﾞﾃﾞﾝｷｺｳﾑﾃﾝ

000003173 株式会社カワデン 代表取締役 河尻　洋治 岐阜県岐阜市前一色１丁目１４番１７号 ｶﾜﾃﾞﾝ

000003463 河春電気株式会社 代表取締役 河村　祐史 岐阜県岐阜市早田本町４丁目２２番地 ｶﾜﾊﾙﾃﾞﾝｷ

000014578 株式会社河村綜建 代表取締役 河村　義明 岐阜県揖斐郡池田町田畑６９９－３ ｶﾜﾑﾗｿｳｹﾝ

000003126 株式会社環境開発　名古屋営業所 所長 森　哲夫 愛知県名古屋市北区大杉２丁目１０番１３号 ｶﾝｷﾖｳｶｲﾊﾂ

000012420 株式会社関西工業所　名古屋支店 支店長 小倉　隆二 愛知県名古屋市守山区大森１丁目１１０６番地 ｶﾝｻｲｺｳｷﾞﾖｳｼﾖ

000000583 管清工業株式会社　岐阜営業所 所長 久保　康成 岐阜県岐阜市城東通３－１７－２ ｶﾝｾｲｺｳｷﾞﾖｳ

000038712 株式会社かん・ぜおん 代表取締役 佐藤　彰 愛知県一宮市富塚字山寺１８番地 ｶﾝｾﾞｵﾝ

000019690 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス　今渡支店 支店長 井尻　健嗣 岐阜県可児市川合２７９３－２６ ｶﾝｿｰﾃｸﾉｽ

000001170 株式会社神田工業 代表取締役 神田　孝伸 各務原市各務山の前町４丁目４８番地 ｶﾝﾀﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000018521 株式会社かんでんエンジニアリング 代表取締役社長 野田　正信 大阪府大阪市北区中之島６ー２ー２７ ｶﾝﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000003652 株式会社関電工　名古屋支店 執行役員支店長 松岡　義則 愛知県名古屋市中区栄１－２－７ ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ

000003264 木内建設株式会社　名古屋支店 支店長 柿崎　盛彦 愛知県名古屋市東区代官町４０－２９ ｷｳﾁｹﾝｾﾂ
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000000851 株式会社キクテック　岐阜支店 支店長 柳瀬　清文 岐阜県岐阜市今嶺４丁目５番１５号 ｷｸﾃﾂｸ

000001166 岐建株式会社 代表取締役社長 木村　志朗 岐阜県大垣市西崎町２丁目４６番地 ｷﾞｹﾝ

000015180 有限会社技建竹内 代表取締役 竹内　紀幸 岐阜県美濃加茂市川合町２丁目１番４６号 ｷﾞｹﾝﾀｹｳﾁ

000010816 木地光設備有限会社 代表取締役 木地光　崇量 岐阜県岐阜市日野西１丁目５番１号 ｷｼﾞﾐﾂｾﾂﾋﾞ

000039541 株式会社岐昇 代表取締役 清水　裕治 各務原市蘇原瑞穂町３丁目２５番地 ｷﾞｼﾖｳ

000034788 株式会社気象工学研究所 代表取締役社長 小久保　鉄也 大阪府大阪市西区京町堀１丁目８番５号 ｷｼﾖｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷﾕｳｼﾖ

000003044 北川工務株式会社 代表取締役 北川　義将 岐阜県美濃加茂市西町５丁目７１番地 ｷﾀｶﾞﾜｺｳﾑ

000011160 北嶋工業株式会社 代表取締役 渡邉　稔幸 愛知県名古屋市中区千代田５－１６－５ ｷﾀｼﾞﾏｺｳｷﾞﾖｳ

000003498 北村組有限会社 代表取締役 北村　友秀 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴４１４番地の２ ｷﾀﾑﾗｸﾞﾐ

000003287 株式会社ギデンテック 代表取締役 中島　祥郎 岐阜県岐阜市光樹町３ ｷﾞﾃﾞﾝﾃﾂｸ

000004026 機動建設工業株式会社　名古屋支店 支店長 永田　知 愛知県名古屋市西区城西４丁目２８番１８号 ｷﾄﾞｳｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000025859 株式会社岐東建装 代表取締役 松田　弘樹 岐阜県岐阜市芥見長山２－１０８ ｷﾞﾄｳｹﾝｿｳ

000003422 株式会社岐東設備 代表取締役 平工　勉 岐阜県岐阜市北一色５丁目１３番１４号 ｷﾞﾄｳｾﾂﾋﾞ

000001240 株式会社岐東庭園　各務原支店 支店長 今尾　郁美 各務原市那加日新町４丁目４番地 ｷﾞﾄｳﾃｲｴﾝ

000003034 岐南興業株式会社 代表取締役 尾崎　泰博 岐阜県岐阜市加納黒木町２丁目４６番地 ｷﾞﾅﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000000757 株式会社木の国 代表取締役社長 遠藤　雅樹 岐阜県岐阜市八代２－７－１９ ｷﾉｸﾆ

000003278 木下建設株式会社　中津川営業所 所長 佐々木　利幸 岐阜県中津川市新町１丁目１２番地 ｷﾉｼﾀｹﾝｾﾂ

000017065 有限会社木下建設 代表取締役 木下　茂樹 岐阜県羽島郡岐南町三宅７丁目１８０番地 ｷﾉｼﾀｹﾝｾﾂ

000000514 木野村株式会社 代表取締役 木野村　文彦 各務原市那加信長町１丁目９５番地 ｷﾉﾑﾗ

000001243 株式会社岐阜アイシー 代表取締役 中木　和人 各務原市蘇原持田町３丁目５０番地１ ｷﾞﾌｱｲｼｰ

000001217 岐阜愛知電機株式会社　各務原営業所 所長 傍嶋　毅 各務原市金属団地１９５番地 ｷﾞﾌｱｲﾁﾃﾞﾝｷ

000001323 岐阜アイホー調理機株式会社 代表取締役 伊藤　隆男 岐阜県岐阜市中鶉２丁目１０５番 ｷﾞﾌｱｲﾎｰﾁﾖｳﾘｷ

000000117 岐阜ＮＤＳ株式会社 代表取締役 平野　靖尚 岐阜県岐阜市北島２丁目３番２３号 ｷﾞﾌｴﾇﾃﾞｲｴｽ

000003141 岐阜管工事株式会社 代表取締役 平山　秀樹 岐阜県岐阜市上太田町２丁目１７番地 ｷﾞﾌｶﾝｺｳｼﾞ

000003162 岐阜北建設株式会社 代表取締役 森　惇郎 岐阜県岐阜市茂地２１４ ｷﾞﾌｷﾀｹﾝｾﾂ
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000003097 ギフコンストラクション有限会社 代表取締役 林　俊通 岐阜県岐阜市三田洞８８３－５ ｷﾞﾌｺﾝｽﾄﾗｸｼﾖﾝ

000001202 岐阜信号施設株式会社 代表取締役 大坪　岳彦 岐阜県岐阜市福富天神前３４５ ｷﾞﾌｼﾝｺﾞｳｼｾﾂ

000003272 株式会社岐阜造園 代表取締役 山田　準 岐阜県岐阜市茜部菱野４丁目７９番地の１ ｷﾞﾌｿﾞｳｴﾝ

000003232 岐阜電気工事株式会社 代表取締役 藤井　達郎 岐阜県岐阜市高野町１ー５ー４ ｷﾞﾌﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000001271 株式会社岐阜道路 代表取締役 纐纈　雅史 各務原市各務おがせ町８丁目２１７番地 ｷﾞﾌﾄﾞｳﾛ

000001223 岐阜塗装株式会社 代表取締役 鷲見　泰裕 岐阜県岐阜市茜部本郷３丁目８７番地の１ ｷﾞﾌﾄｿｳ

000036635 岐阜舗道株式会社 代表取締役 神澤　將人 岐阜県多治見市太平町６丁目１０６番地 ｷﾞﾌﾎﾄﾞｳ

000003710 木辺産業有限会社 代表取締役 木邉　浅男 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉６２０番地 ｷﾍﾞｻﾝｷﾞﾖｳ

000016451 岐北ペイント株式会社 代表取締役 可児　邦公 岐阜県岐阜市日野西４ー１ー１ ｷﾞﾎｸﾍﾟｲﾝﾄ

000003233 木村建設株式会社 代表取締役 木村　博一 岐阜県大垣市室本町４丁目６４番地 ｷﾑﾗｹﾝｾﾂ

000000976 教育産業株式会社　岐阜営業所 所長 加藤　泰崇 岐阜県岐阜市市橋５丁目４―１８ ｷﾖｳｲｸｻﾝｷﾞﾖｳ

000003046 協栄建設株式会社 代表取締役 岩田　輝雄 岐阜県岐阜市岩地１丁目６番５号 ｷﾖｳｴｲｹﾝｾﾂ

000015116 共栄工業株式会社 代表取締役 村瀬　貞美 岐阜県本巣市政田２５２５ ｷﾖｳｴｲｺｳｷﾞﾖｳ

000003045 有限会社共栄電工 代表取締役 磯谷　和憲 各務原市下切町８丁目３４番地 ｷﾖｳｴｲﾃﾞﾝｺｳ

000003226 共栄土木建築株式会社 代表取締役 鷲見　泰宏 岐阜県岐阜市城東通２－２１－２ ｷﾖｳｴｲﾄﾞﾎﾞｸｹﾝﾁｸ

000003218 株式会社共亮興業 代表取締役 中川　良美 岐阜県大垣市三塚町３８２番地５ ｷﾖｳﾘﾖｳｺｳｷﾞﾖｳ

000003118 株式会社協和安全 代表取締役 坪井　一平 岐阜県揖斐郡池田町片山２２７７－２ ｷﾖｳﾜｱﾝｾﾞﾝ

000003376 共和化工株式会社　名古屋支店 支店長 小金丸　武己 愛知県名古屋市中区丸の内１－９－２１ ｷﾖｳﾜｶｺｳ

000003726 協和機電工業株式会社　名古屋営業所 所長 市野　繁明 愛知県名古屋市中村区太閤通８丁目３０番地 ｷﾖｳﾜｷﾃﾞﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000001203 協和建設株式会社 代表取締役 堀　英哲 各務原市神置町３丁目５番地 ｷﾖｳﾜｹﾝｾﾂ

000003028 共和通信株式会社 代表取締役 服部　信彦 岐阜県岐阜市早田東町６丁目２８番地 ｷﾖｳﾜﾂｳｼﾝ

000034991 有限会社共和舞台設備 代表取締役 山田　恭裕 愛知県大府市梶田町一丁目８９番地の１ ｷﾖｳﾜﾌﾞﾀｲｾﾂﾋﾞ

000001159 極東開発工業株式会社 代表取締役 布原　達也 兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番４５号 ｷﾖｸﾄｳｶｲﾊﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000003631 極東興和株式会社　名古屋支店 支店長 岡村　浩二 愛知県名古屋市中区錦１―７―３４ ｷﾖｸﾄｳｺｳﾜ

000012433 極東サービス株式会社　大阪営業所 所長 桑村　貴裕 兵庫県尼崎市東難波町５丁目９番１号 ｷﾖｸﾄｳｻｰﾋﾞｽ
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000004030 清田軌道工業株式会社　名古屋支店
執行役員名古屋支
店長

別所　英和 愛知県名古屋市名東区本郷２丁目１７３番地４ ｷﾖﾀｷﾄﾞｳｺｳｷﾞﾖｳ

000015108 株式会社桐山 代表取締役 桐山　年美 岐阜県岐阜市岩崎３丁目２番地６ ｷﾘﾔﾏ

000018523 近畿環境サービス株式会社 代表取締役 望田　昭博 大阪府大阪市西淀川区歌島２－１－１２ ｷﾝｷｶﾝｷﾖｳｻｰﾋﾞｽ

000011775 近畿工業株式会社 代表取締役社長 和田　知樹 兵庫県三木市別所町巴２０ ｷﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000000975 キングラン中部株式会社 代表取締役 林　哲也 岐阜県羽島市上中町長間２４８５ ｷﾝｸﾞﾗﾝﾁﾕｳﾌﾞ

000003325 株式会社きんでん　中部支社岐阜営業所 所長 岩崎　光浩 岐阜県岐阜市橋本町２－２０ ｷﾝﾃﾞﾝ

000003187 株式会社郡上電気 代表取締役 青木　輝道 岐阜県郡上市八幡町小野３丁目８番地２７ ｸﾞｼﾞﾖｳﾃﾞﾝｷ

000003248 株式会社国井秋建設 代表取締役 國井　正弘 岐阜県岐阜市鏡島精華３丁目５番１２号 ｸﾆｲｱｷｹﾝｾﾂ

000003135 株式会社國井組 代表取締役 國井　康孝 岐阜県岐阜市一日市場１丁目１３８番地 ｸﾆｲｸﾞﾐ

000043484 株式会社ＫＵＮＩＮＯ 代表取締役 加藤　光 岐阜県大垣市羽衣町８－４－１ ｸﾆﾉ

000003646 企業組合国乃産興 代表理事 加藤　都広 岐阜県大垣市和合本町２丁目１７番地 ｸﾆﾉｻﾝｺｳ

000000579 株式会社クボタ　中部支社 支社長 枡田　多人 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２ー８ ｸﾎﾞﾀ

000000361 クボタ環境エンジニアリング株式会社　中部支店 支店長 西野　雅也 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２番８号 ｸﾎﾞﾀｶﾝｷﾖｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000014567 株式会社クボタ建設　中部支店
取締役専務執行役
員中部支店長

足立　哲二 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２２番８号 ｸﾎﾞﾀｹﾝｾﾂ

000003193 株式会社熊谷組　岐阜営業所 所長 相原　守人 岐阜県岐阜市金町４－３０ ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ

000016781 神稲建設株式会社 代表取締役 福澤　栄夫 長野県飯田市主税町１８ ｸﾏｼﾛｹﾝｾﾂ

000019685 クマリフト株式会社　名古屋営業所 所長 服部　幸浩 愛知県名古屋市熱田区外土居町９－１４ ｸﾏﾘﾌﾄ

000042503 クラ設計株式会社 代表取締役 髙倉　康人 愛知県名古屋市西区名西１丁目２０番４９号 ｸﾗｾﾂｹｲ

000017069 グリーンワークス株式会社 代表取締役 安田　忠邦 岐阜県大垣市和合本町１－３６４ ｸﾞﾘｰﾝﾜｰｸｽ

000003683 株式会社クリタス　東海支店 支店長 影山　剛 愛知県名古屋市昭和区阿由知通４－１３ ｸﾘﾀｽ

000003687 栗原工業株式会社　中部支店 支店長 矢野　和樹 愛知県名古屋市北区平安２丁目１５番５２号 ｸﾘﾊﾗｺｳｷﾞﾖｳ

000003657 栗本建設工業株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 福岡　秀夫 愛知県名古屋市中区栄２丁目１５番６号 ｸﾘﾓﾄｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000003398 株式会社栗本鐵工所 代表取締役 菊本　一高 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１２番１９号 ｸﾘﾓﾄﾃﾂｺｳｼﾖ

000039003 クリモトパイプエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 原田　新 大阪府大阪市住之江区泉２－１－６４ ｸﾘﾓﾄﾊﾟｲﾌﾟｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000003102 株式会社栗山組 代表取締役 栗山　貴稔 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉２００８番地 ｸﾘﾔﾏｸﾞﾐ
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000003665 桑名電気産業株式会社 代表取締役 伊藤　弘幸 三重県桑名市大字大福字寺跡４４２番地 ｸﾜﾅﾃﾞﾝｷｻﾝｷﾞﾖｳ

000003166 株式会社桑原組　岐阜支店 支店長 川瀬　和義 岐阜県大垣市鶴見町藤沢２９５番地 ｸﾜﾊﾗｸﾞﾐ

000032243 ＫＳＳ株式会社 代表取締役 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平１―７０―２ ｹｲｴｽｴｽ

000038513 ＫＲＳ株式会社 代表取締役 清野　光郷 岐阜県土岐市泉町大富９１６番地の３３ ｹｰｱｰﾙｴｽ

000000502 ＫＥＥ環境工事株式会社 代表取締役 平澤　英幸 兵庫県尼崎市西大物町１－２２ ｹｰｲｰｲｰｶﾝｷﾖｳｺｳｼﾞ

000003470 ケーブルシステム建設株式会社 代表取締役 青山　繁行 愛知県名古屋市中区千代田２丁目２１番１８号 ｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑｹﾝｾﾂ

000003460 剱崎建設株式会社 代表取締役 平木　朗 岐阜県岐阜市木ノ下町２丁目５番地 ｹﾝｻﾞｷｹﾝｾﾂ

000003493 建設塗装工業株式会社　東海支店
常務執行役員東海
支店長

堤　要二 愛知県名古屋市中川区尾頭橋一丁目１番３５ ｹﾝｾﾂﾄｿｳｺｳｷﾞﾖｳ

000003717 小池土木株式会社 代表取締役 小池　秀治 岐阜県可児市広見５－７７ ｺｲｹﾄﾞﾎﾞｸ

000039713 弘安建設株式会社 代表取締役 池上　元一 和歌山県和歌山市吉田５６３－１ ｺｳｱﾝｹﾝｾﾂ

000000003 株式会社弘光舎　各務原支店 各務原支店長 高橋　真吾 各務原市大野町１丁目１５１番地 ｺｳｺｳｼﾔ

000033949 株式会社高坂工業　岐阜営業所 代表取締役 松本　修藏 岐阜県岐阜市岩栄町２丁目１４の５ ｺｳｻｶｺｳｷﾞﾖｳ

000010796 光伸株式会社　名古屋営業所 所長 中島　貴朗 愛知県清須市廻間３丁目４番８号 ｺｳｼﾝ

000021084 株式会社荒新機工 代表取締役 新谷　匡人 愛知県一宮市小赤見字戌亥７４番地 ｺｳｼﾝｷｺｳ

000000942 交通企画株式会社　中部支店 取締役支店長 西垣　敏彦 岐阜県岐阜市六条大溝３丁目７番７ ｺｳﾂｳｷｶｸ

000003407 株式会社弘電舎 代表取締役 今井　大介 岐阜県岐阜市宇佐東町２番１８－１０１号 ｺｳﾃﾞﾝｼﾔ

000001321 株式会社鴻池組　岐阜営業所 所長 井平　敬 岐阜県岐阜市金園町１－３－３－６Ａ ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ

000004014 弘明電気工業株式会社 代表取締役 渡邉　光則 岐阜県美濃加茂市本郷町６丁目１１番１４号 ｺｳﾒｲﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000000665 郡リース株式会社　名古屋支店 支店長 菅沼　史樹 愛知県名古屋市中村区那古野１丁目３８番１号 ｺｵﾘﾘｰｽ

000045026 株式会社ＫＯＫＵＡ 代表取締役 田代　美穂 岐阜県岐阜市西川手８－９３ ｺｸｱ

000011770 コクド株式会社 代表取締役 日比野　茂之 各務原市下切町字西欠下１０１８ ｺｸﾄﾞ

000003366 小境電気工事株式会社 代表取締役 小境　啓介 岐阜県多治見市錦町３丁目８番地 ｺｻﾞｶｲﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000011470 コスモ工機株式会社　名古屋支店 支店長 島田　太陽 愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１８号 ｺｽﾓｺｳｷ

000003594 株式会社後藤組 代表取締役 後藤　登 岐阜県大垣市割田１丁目４０番地の２ ｺﾞﾄｳｸﾞﾐ

000000105 株式会社五藤光学研究所 取締役社長 五藤　信隆 東京都府中市矢崎町４丁目１６ ｺﾞﾄｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷﾕｳｼﾖ
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000000868 後藤工事株式会社 代表取締役 後藤　至正 各務原市各務西町６丁目３１７番地 ｺﾞﾄｳｺｳｼﾞ

000003735 株式会社後藤塗装 代表取締役 後藤　正友 岐阜県岐阜市福光東３ー４ー１０ ｺﾞﾄｳﾄｿｳ

000033677 株式会社コトネットエンジニアリング 代表取締役 外内　孝 京都府京都市南区上鳥羽菅田町５番地 ｺﾄﾈﾂﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000003564 株式会社コトブキ　名古屋支店 支店長 門元　久仁夫 愛知県名古屋市千種区桜が丘２９５番地 ｺﾄﾌﾞｷ

000021125 コトブキシーティング株式会社　名古屋支店 支店長 葛西　聡 愛知県名古屋市千種区桜が丘２９５ ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｲﾝｸﾞ

000013700 小林工業株式会社 代表取締役 小林　司朗 岐阜県可児市土田２０６０ ｺﾊﾞﾔｼｺｳｷﾞﾖｳ

000037181 株式会社小林サービス 代表取締役 小林　孝好 岐阜県不破郡垂井町１９２３－１２ ｺﾊﾞﾔｼｻｰﾋﾞｽ

000000628 株式会社小林三之助商店 代表取締役 小林　勇三 岐阜県岐阜市加納天神町４丁目２４番地 ｺﾊﾞﾔｼｻﾝﾉｽｹｼﾖｳﾃﾝ

000001150 小林土建 小林　春夫 各務原市蘇原北陽町３丁目２０番地 ｺﾊﾞﾔｼﾄﾞｹﾝ

000001163 株式会社五味塗工店 代表取締役 五味　広行 岐阜県岐阜市大福町６丁目３９番地２ ｺﾞﾐﾄｺｳﾃﾝ

000003025 五洋建設株式会社　名古屋支店
常務執行役員支店
長

山口　和彦 愛知県名古屋市中区栄１丁目２番７号 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ

000001101 金剛株式会社　名古屋支店 支店長 堂脇　哲也 愛知県名古屋市守山区廿軒家１５－２３ ｺﾝｺﾞｳ

000010817 株式会社金剛組 代表取締役社長 多田　俊彦 大阪府大阪市天王寺区四天王寺１－１４－２９ ｺﾝｺﾞｳｸﾞﾐ

000003056 近藤建設株式会社 代表取締役 近藤　延彦 岐阜県海津市平田町今尾９４１番地 ｺﾝﾄﾞｳｹﾝｾﾂ

000014579 近藤工業有限会社 代表取締役 近藤　竜也 岐阜県不破郡垂井町地蔵２－５９ ｺﾝﾄﾞｳｺｳｷﾞﾖｳ

000020942 株式会社近藤工務店 代表取締役 吉村　嘉隆 岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ ｺﾝﾄﾞｳｺｳﾑﾃﾝ

000000471 近藤産興株式会社 代表取締役 近藤　昌三 愛知県名古屋市南区浜田町１－１０ ｺﾝﾄﾞｳｻﾝｺｳ

000033402 有限会社近藤電気 代表取締役 近藤　一夫 岐阜県羽島市上中町沖８５０－１ ｺﾝﾄﾞｳﾃﾞﾝｷ

000003416 斎久工業株式会社　名古屋支店 支店長 五味　利生 愛知県名古屋市中村区名駅３ー２８ー１２ ｻｲｷﾕｳｺｳｷﾞﾖｳ

000003487 斎藤建設株式会社 代表取締役 斎藤　浩司 愛知県名古屋市昭和区石仏町１丁目９３番地 ｻｲﾄｳｹﾝｾﾂ

000003618 株式会社材半建設 代表取締役 後藤　啓太 岐阜県海津市平田町今尾３０８６ ｻﾞｲﾊﾝｹﾝｾﾂ

000014550 有限会社サインボードエー 代表取締役 中谷　栄作 岐阜県揖斐郡大野町大字中之元３８７－１ ｻｲﾝﾎﾞｰﾄﾞｴｰ

000017066 酒井工業株式会社 代表取締役 仲辻　浩一 京都府京都市南区東九条中御霊町５３番地４ ｻｶｲｺｳｷﾞﾖｳ

000001199 酒井電気工事株式会社　各務原営業所 所長 坪内　隆 各務原市那加前洞新町２丁目１６１番 ｻｶｲﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000016777 株式会社さかいファーム 代表取締役 酒井　隆博 岐阜県岐阜市長良志段見５２２－１ ｻｶｲﾌｱｰﾑ
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000017078 榊原建設株式会社　羽島営業所 所長 村下　弘 岐阜県羽島市上中町長間１２５２ ｻｶｷﾊﾞﾗｹﾝｾﾂ

000013703 坂田建設株式会社　名古屋支店 支店長 平野　公一 愛知県名古屋市中区錦３丁目１３番５号 ｻｶﾀｹﾝｾﾂ

000001266 株式会社佐合木材 代表取締役 佐合　隆治 岐阜県美濃加茂市古井町下古井４５０ー１ ｻｺﾞｳﾓｸｻﾞｲ

000001311 左髙電気商会 事業主 左髙　洋 各務原市各務おがせ町５―２９３ ｻﾀﾞｶﾃﾞﾝｷｼﾖｳｶｲ

000013122 株式会社佐竹組 代表取締役 佐竹　俊郎 岐阜県養老郡養老町蛇持２１ ｻﾀｹｸﾞﾐ

000001157 サトウ建設株式会社 代表取締役 佐藤　雅英 各務原市那加信長町３丁目２番地１ ｻﾄｳｹﾝｾﾂ

000003104 佐藤工業株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 廣橋　亙 愛知県名古屋市東区泉１－２－３ ｻﾄｳｺｳｷﾞﾖｳ

000003617 佐藤鑿泉工業株式会社 代表取締役 佐藤　勝士 愛知県名古屋市昭和区福江１丁目１１番４号 ｻﾄｳｻｸｾﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000003244 佐藤鉄工株式会社　名古屋営業所 所長 大森　祐悦 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目１８番１号 ｻﾄｳﾃﾂｺｳ

000017158 有限会社サトウ塗装 代表取締役 佐藤　慎祐 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良９３０番地１ ｻﾄｳﾄｿｳ

000003133 株式会社佐藤渡辺　萩原営業所 所長 熊崎　忠晴 岐阜県下呂市萩原町野上１７２５番地２ ｻﾄｳﾜﾀﾅﾍﾞ

000004012 サノヤス・テンテック株式会社 代表取締役社長 浅尾　洋光 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目１７番１７号 ｻﾉﾔｽｴﾝﾃﾂｸ

000003516 佐伯綜合建設株式会社　可児支店 執行役員支店長 辻　博久 岐阜県可児市川合７０－１ ｻﾍｷｿｳｺﾞｳｹﾝｾﾂ

000003568 株式会社サムテック 代表取締役 森　一夫 愛知県名古屋市中村区名駅５丁目１８番６号 ｻﾑﾃﾂｸ

000001273 沢井建設株式会社 代表取締役 沢井　文仁 各務原市各務おがせ町３丁目１７１番地 ｻﾜｲｹﾝｾﾂ

000004034 澤崎建設株式会社 代表取締役 澤崎　正生 岐阜県郡上市白鳥町中西８１９－１ ｻﾜｻﾞｷｹﾝｾﾂ

000013697 沢田建設株式会社 代表取締役 沢田　政秀 岐阜県大野郡白川村大字鳩谷２７３ ｻﾜﾀﾞｹﾝｾﾂ

000003151 有限会社澤田重機 代表取締役 澤田　茂美 岐阜県岐阜市野一色６丁目８番１４号 ｻﾜﾀﾞｼﾞﾕｳｷ

000003445 株式会社三愛 代表取締役 中川　善信 岐阜県瑞穂市生津外宮東町二丁目３８番地 ｻﾝｱｲ

000000956 三愛物産株式会社　岐阜支店 支店長 柏木　博文 岐阜県岐阜市六条江東２丁目８番２４号 ｻﾝｱｲﾌﾞﾂｻﾝ

000034563 サン・インターナショナル株式会社 代表取締役 山手　大嗣 三重県四日市市朝日町１－４ ｻﾝｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙ

000011596 サンエイ工業株式会社 代表取締役 高木　克己 愛知県名古屋市瑞穂区浮島町１０－１５ ｻﾝｴｲｺｳｷﾞﾖｳ

000010838 三栄電気通信工事株式会社 代表取締役 西垣　康紀 岐阜県岐阜市西改田上の町４９番地１ ｻﾝｴｲﾃﾞﾝｷﾂｳｼﾝｺｳｼﾞ

000003203 三基工業株式会社 代表取締役 神谷　浩基 愛知県刈谷市東境町住吉６５番地２ ｻﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000003314 三機工業株式会社　中部支社
常務執行役員支社
長

波多野　宏行 愛知県名古屋市中村区名駅２丁目４５番７号 ｻﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ
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000003638 株式会社三久 代表取締役 谷口　晴久 岐阜県高山市岡本町３丁目１７６番地 ｻﾝｷﾕｳ

000000225 株式会社三協 代表取締役 野原　秀雄 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田１１２番地 ｻﾝｷﾖｳ

000001340 三協工業株式会社　名古屋営業所 所長 福岡　邦昭 愛知県名古屋市中村区名駅２丁目３８番２号 ｻﾝｷﾖｳｺｳｷﾞﾖｳ

000010845 三協電子工業株式会社 代表取締役 太田　幸宏 岐阜県羽島郡岐南町伏屋５－１５０ ｻﾝｷﾖｳﾃﾞﾝｼｺｳｷﾞﾖｳ

000001275 株式会社産建 代表取締役 森島　崇 岐阜県岐阜市清本町４丁目３９番地 ｻﾝｹﾝ

000010795 株式会社サンケン・エンジニアリング　大阪支店 支店長 中沢　秀記 大阪府吹田市芳野町２ー８ ｻﾝｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000003734 三建設備工業株式会社　岐阜営業所 所長 安田　峰雄 岐阜県岐阜市福住町１丁目２０番地 ｻﾝｹﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000001195 三建塗装工業株式会社 代表取締役 伊藤　大輔 岐阜県岐阜市学園町１丁目４番地 ｻﾝｹﾝﾄｿｳｺｳｷﾞﾖｳ

000000909 株式会社三弘　岐阜営業所 所長 北瀬　洋介 岐阜県羽島郡笠松町米野１０５ ｻﾝｺｳ

000003231 株式会社三晃空調　名古屋支店 支店長 田中　良治 愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目１４番１９号 ｻﾝｺｳｸｳﾁﾖｳ

000003388 三広工業株式会社 代表取締役 庄井　弘樹 大阪府八尾市太田新町６丁目２６番地 ｻﾝｺｳｺｳｷﾞﾖｳ

000003491 三晃工業株式会社 代表取締役 山梶　章 大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１５番２６号 ｻﾝｺｳｺｳｷﾞﾖｳ

000039501 株式会社三光工務店 代表取締役 籠原　勲 岐阜県郡上市白鳥町二日町１０１１－５ ｻﾝｺｳｺｳﾑﾃﾝ

000000723 三興電通株式会社 代表取締役 辻　進 岐阜県岐阜市鶴舞町１丁目１５番地 ｻﾝｺｳﾃﾞﾝﾂｳ

000003245 サン・シールド株式会社 代表取締役 米森　清祥 愛知県安城市桜井町城阿原２８番地 ｻﾝｼｰﾙﾄﾞ

000003571 三辰精工株式会社 代表取締役 本間　雅剛 東京都江戸川区船堀４丁目１２番１０号 ｻﾝｼﾝｾｲｺｳ

000001184 株式会社三進ろ過工業 代表取締役 柳下　幸一 愛知県名古屋市中村区亀島２丁目２２番２号 ｻﾝｼﾝﾛｶｺｳｷﾞﾖｳ

000010835 サンセイ株式会社 代表取締役 小嶋　敦 大阪府大阪市淀川区西宮原１－６－２ ｻﾝｾｲ

000000192 三精工事サービス株式会社　名古屋支店
専務取締役名古屋
支店長

高岡　岳史 愛知県名古屋市中村区二瀬町１６１ ｻﾝｾｲｺｳｼﾞｻｰﾋﾞｽ

000000669 三精テクノロジーズ株式会社　名古屋営業所 所長 山下　厚志 愛知県名古屋市東区泉２－２８－２３ ｻﾝｾｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ

000035515 株式会社サンセルフ 代表取締役 富田　和敬 愛知県豊田市美里１－１４－９ ｻﾝｾﾙﾌ

000000141 株式会社三田防災 代表取締役 三田　信也 岐阜県羽島郡笠松町門間９２８－２ ｻﾝﾀﾞﾎﾞｳｻｲ

000001294 サンテック株式会社　各務原支店 支店長 森　吉弘 各務原市蘇原申子町２ー５６ー１ ｻﾝﾃﾂｸ

000003365 株式会社サンテック　中部支社 支社長 鈴木　啓示 愛知県名古屋市昭和区鶴舞２丁目１４番２０号 ｻﾝﾃﾂｸ

000021812 三徳株式会社 代表取締役 トクナガ　アツシ 岐阜県岐阜市江添２丁目９番地１５号 ｻﾝﾄｸ
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000000704 三柏株式会社 取締役社長 三輪　剛士 岐阜県大垣市北切石町２丁目１番地 ｻﾝﾊﾟｸ

000003158 株式会社三勇テクノス 代表取締役 木下　裕嗣 岐阜県岐阜市柳津町東塚３丁目６３番地 ｻﾝﾕｳﾃｸﾉｽ

000043320 三友プラントシステムズ株式会社 代表取締役 永井　勝 岐阜県岐阜市中鶉６丁目２１番地１ ｻﾝﾕｳﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑｽﾞ

000018243 株式会社三葉 代表取締役社長 加納　敬三 各務原市入会町２－９７ ｻﾝﾖｳ

000003518 株式会社三洋組 代表取締役 久保　正志 岐阜県岐阜市正木６３３番地 ｻﾝﾖｳｸﾞﾐ

000018245 株式会社三陽商会 代表取締役 溝口　元也 愛知県一宮市時之島字中屋敷２９ ｻﾝﾖｳｼﾖｳｶｲ

000042282 株式会社山和 代表取締役 山田　利康 岐阜県可児市下恵土５３５６－１ ｻﾝﾜ

000000172 三和機電株式会社 代表取締役 竹中　智一 岐阜県羽島郡岐南町平成１丁目５３番地 ｻﾝﾜｷﾃﾞﾝ

000000455 株式会社サンワ空調 代表取締役 岡田　誠 各務原市大野町６丁目１２１番地２ ｻﾝﾜｸｳﾁﾖｳ

000019697 三和興産株式会社 代表取締役 田中　一秀 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字砂割３１番地 ｻﾝﾜｺｳｻﾝ

000003381 サンワコムシスエンジニアリング株式会社　東海支店 支店長 岡田　知博 愛知県名古屋市西区八筋町２２６ ｻﾝﾜｺﾑｼｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000000212 株式会社三和サービス 代表取締役 林　正和 岐阜県岐阜市西鶉１丁目５２番地 ｻﾝﾜｻｰﾋﾞｽ

000001227 三和シヤッター工業株式会社　岐阜統括営業所 統括所長 池本　聡 岐阜県岐阜市茜部野瀬１丁目２９ ｻﾝﾜｼﾔﾂﾀｰｺｳｷﾞﾖｳ

000003106 三和電気土木工事株式会社　名古屋支店 支店長 松本　卓也 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目１１番５号 ｻﾝﾜﾃﾞﾝｷﾄﾞﾎﾞｸｺｳｼﾞ

000000213 三和道路維持株式会社 代表取締役 林　正和 岐阜県岐阜市西鶉１丁目５２番地 ｻﾝﾜﾄﾞｳﾛｲｼﾞ

000003252 株式会社サンワメンテ 代表取締役 岡田　好美 岐阜県岐阜市岩地２丁目２５番７号 ｻﾝﾜﾒﾝﾃ

000010837 ジィエース株式会社 代表取締役 花村　直樹 岐阜県羽島郡岐南町徳田１－２９０ ｼﾞｲｴｰｽ

000016776 株式会社シーエスイー 代表取締役 加悦　保之 愛知県あま市甚目寺山之浦１１９番地の３ ｼｰｴｽｲｰ

000011789 株式会社シー・エス・ケエ 代表取締役 井田　広成 愛知県名古屋市中区門前町１番５１号 ｼｰｴｽｹｴ

000003192 株式会社ＧＳユアサ　中部支社 支社長 田中　伸幸 愛知県名古屋市中区栄４丁目２番２９号 ｼﾞｰｴｽﾕｱｻ

000003480 株式会社ジーエス・ユアサフィールディングス　中部支店 支店長 吉田　明宣 愛知県名古屋市千種区今池５－１－５ ｼﾞｰｴｽﾕｱｻﾌｲｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽ

000003670 株式会社ジー・エッチ・エス 代表取締役 小木曽　彰次 岐阜県岐阜市鏡島南３丁目２番６１号 ｼﾞｰｴﾂﾁｴｽ

000003022 シーエヌ建設株式会社　岐阜営業所 所長 服部　正美 岐阜県多治見市太平町２丁目７５番地 ｼｰｴﾇｹﾝｾﾂ

000000885 シーキューブ株式会社 代表取締役社長 久保園　浩明 愛知県名古屋市中区門前町１番５１号 ｼｰｷﾕｰﾌﾞ

000000963 シーシーエヌ株式会社 代表取締役 都島　國雄 岐阜県岐阜市須賀１丁目２番１６号 ｼｰｼｰｴﾇ
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000004031 株式会社Ｃ・Ｔ・Ｓ中央 代表取締役 小川　昌也 愛知県名古屋市瑞穂区仁所町１丁目５７番地１ ｼｰﾃｲｴｽﾁﾕｳｵｳ

000013544 株式会社シーテック　岐阜支社
執行役員岐阜支社
長

長浦　和明 岐阜県岐阜市敷島町７丁目４９番地 ｼｰﾃﾂｸ

000038715 株式会社ジーテック 代表取締役 下村　陽 各務原市鵜沼古市場町２－２１ ｼﾞｰﾃﾂｸ

000003872 有限会社Ｇ・プラン 代表取締役 石榑　隆浩 岐阜県岐阜市六条片田１丁目２９番１２号 ｼﾞｰﾌﾟﾗﾝ

000003502 ジェイアール東海建設株式会社 代表取締役社長 本田　敦 愛知県名古屋市中村区則武一丁目１５番７号 ｼﾞｴｲｱｰﾙﾄｳｶｲｹﾝｾﾂ

000003269 ＪＦＥアドバンテック株式会社 代表取締役 吉居　卓也 兵庫県西宮市高畑町３－４８ ｼﾞｴｲｴﾌｲｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃﾂｸ

000000185 ＪＦＥエンジニアリング株式会社　名古屋支店 支店長 霜　知宏 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２８番１２号 ｼﾞｴｲｴﾌｲｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000018808 ＪＦＥテクノス株式会社 代表取締役 能登　隆 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 ｼﾞｴｲｴﾌｲｰﾃｸﾉｽ

000031747 ＪＦＥプラントエンジ株式会社　中部支店 支店長 松隈　隆 愛知県名古屋市中区錦１―２０―１９ ｼﾞｴｲｴﾌｲｰﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ

000033192 株式会社Ｊトラフィック 代表取締役 若原　淳 岐阜県岐阜市又丸町畑２６番地１ ｼﾞｴｲﾄﾗﾌｲﾂｸ

000042401 株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム　関西支店 支店長 後藤　智博 大阪府大阪市福島区鷺洲１－１１－１９
ｼﾞｴｲﾌﾞｲｼｰｹﾝｳﾂﾄﾞｺｳｷﾖｳｻﾝｷﾞﾖｳｼｽﾃ
ﾑ

000003371 株式会社塩浜工業 代表取締役 塩浜　都広 福井県敦賀市観音町１２ー１ ｼｵﾊﾏｺｳｷﾞﾖｳ

000010839 株式会社システムラボ 代表取締役 伊藤　雅康 岐阜県瑞穂市別府１２５９－１ ｼｽﾃﾑﾗﾎﾞ

000027670 シチズンＴＩＣ株式会社　名古屋支店 支店長 平山　智彦 愛知県名古屋市北区下飯田町４－２６－２ ｼﾁｽﾞﾝﾃｲｱｲｼｲ

000000622 篠田株式会社 代表取締役 篠田　篤彦 岐阜県岐阜市竜田町２－２ ｼﾉﾀﾞ

000003041 篠田工務店 代表者 篠田　真智 岐阜県岐阜市水海道４丁目１番８号 ｼﾉﾀﾞｺｳﾑﾃﾝ

000001161 株式会社篠田製作所　各務原営業所 所長 山田　邦彦 各務原市蘇原沢上町４―３―５ ｼﾉﾀﾞｾｲｻｸｼﾖ

000003224 シブヤパイピング工業株式会社　岐阜支店 支店長 林　昌弘 岐阜県岐阜市日野北１丁目３番３２号 ｼﾌﾞﾔﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000001176 株式会社島井組プラント 代表取締役 小松　玲子 奈良県奈良市宝来４丁目１７番１０号 ｼﾏｲｸﾞﾐﾌﾟﾗﾝﾄ

000001290 有限会社島田建設 代表取締役 島田　修二 各務原市那加幸町１０３番地 ｼﾏﾀﾞｹﾝｾﾂ

000003122 島津システムソリューションズ株式会社　名古屋支店 支店長 田中　英晃 愛知県名古屋市中村区那古野１丁目４７番１号 ｼﾏﾂﾞｼｽﾃﾑｿﾘﾕｰｼﾖﾝｽﾞ

000001296 株式会社清水 代表取締役 清水　基之 岐阜県羽島郡笠松町円城寺１３４１番地 ｼﾐｽﾞ

000003725 清水建設株式会社　岐阜営業所 所長 岡島　康彦 岐阜県岐阜市明徳町１０ ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ

000016254 株式会社清水合金製作所 代表取締役 小田　仁志 滋賀県彦根市東沼波町９２８ ｼﾐｽﾞｺﾞｳｷﾝｾｲｻｸｼﾖ

000003627 株式会社清水鐵工所　名古屋営業所 所長 疋田　辰郎 愛知県名古屋市中村区名駅２－２８ー５ ｼﾐｽﾞﾃﾂｺｳｼﾖ



令和４年度各務原市競争入札参加者名簿（建設工事） 令和４年１１月１日現在

資格者番号 業者商号名称 業者代表者役職名 業者代表者氏名 登録業者所在地 業者カナ名称

000033775 株式会社シミズ・ビルライフケア　東海支社 支社長 上田　隆章 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目１８番２５号 ｼﾐｽﾞﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ

000043319 株式会社シモテック 代表取締役 下村　修功 愛知県知立市来迎寺町広海道３６－１ ｼﾓﾃﾂｸ

000011478 株式会社ジャクエツ 代表取締役 徳本　達郎 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０ ｼﾞﾔｸｴﾂ

000027787 ジャトー株式会社　中部営業所 所長 中村　宏貴 愛知県名古屋市西区名駅３丁目６番２０号 ｼﾞﾔﾄｰ

000039337 ジャパンエレベーターパーツ株式会社 代表取締役 那須　公輔 埼玉県和光市新倉５－６－５０ ｼﾞﾔﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾊﾟｰﾂ

000042582 株式会社ＪＵＥＩ 代表取締役 宮本　聖栄 各務原市鵜沼小伊木町４丁目３５番地 ｼﾞﾕｳｴｲ

000003488 重喜防水工業株式会社 代表取締役 山本　康敬 愛知県名古屋市北区大野町４丁目１２番地 ｼﾞﾕｳｷﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞﾖｳ

000011157 株式会社秀和 代表取締役 今藤　秀光 岐阜県多治見市池田町５－１００ ｼﾕｳﾜ

000037596 株式会社順建 代表取締役 西尾　大輝 岐阜県大垣市荒川町１７８－１ ｼﾞﾕﾝｹﾝ

000044509 勝栄工業株式会社 代表取締役 久江　勝 岐阜県岐阜市粟野東５丁目５３９番地 ｼﾖｳｴｲｺｳｷﾞﾖｳ

000030480 松栄電子工業株式会社 代表取締役 平松　義朗 愛知県名古屋市西区大金町１ー３２ ｼﾖｳｴｲﾃﾞﾝｼﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000040707 株式会社昭電設備 代表取締役 溝口　泰伸 愛知県春日井市神屋町字森６４２ ｼﾖｳﾃﾞﾝｾﾂﾋﾞ

000042284 株式会社翔保 代表取締役 安江　好成 岐阜県加茂郡東白川村越原１３５１番地 ｼﾖｳﾎｳ

000003170 昭和建設株式会社 代表取締役社長 増田　伸司 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴１３７４番地 ｼﾖｳﾜｹﾝｾﾂ

000001277 昭和コンクリート工業株式会社 代表取締役 村瀬　大一郎 岐阜県岐阜市香蘭１丁目１番地 ｼﾖｳﾜｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞﾖｳ

000003427 昭和造園土木株式会社 代表取締役 日比　真一 岐阜県岐阜市雛倉７９４番地の１ ｼﾖｳﾜｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

000003321 ショーボンド建設株式会社　名古屋支店 支店長 谷岡　大樹 愛知県名古屋市熱田区西野町２丁目７０ ｼﾖｰﾎﾞﾝﾄﾞｹﾝｾﾂ

000001337 ジョンソンコントロールズ株式会社　名古屋支店 支店長 鈴木　英範 愛知県名古屋市中村区名駅南１－２４－３０ ｼﾞﾖﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ

000003748 白川電気土木株式会社 取締役社長 坂本　英雄 愛知県名古屋市昭和区白金３丁目２１番５号 ｼﾗｶﾜﾃﾞﾝｷﾄﾞﾎﾞｸ

000003515 株式会社城口研究所　名古屋支店 支店長 上村　秀博 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４ ｼﾛｸﾞﾁｹﾝｷﾕｳｼﾖ

000003664 株式会社新栄重機 代表取締役 今村　政宏 愛知県小牧市常普請１－１２７ ｼﾝｴｲｼﾞﾕｳｷ

000001206 伸栄電設株式会社　各務原営業所 取締役所長 稲垣　英貴 各務原市三井東町４丁目２３番地 ｼﾝｴｲﾃﾞﾝｾﾂ

000011778 シンク・エンジニアリング株式会社 代表取締役 岡村　勝也 東京都目黒区自由が丘３－１６－１５ ｼﾝｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000004007 シンクレイヤ株式会社　中部北陸営業所 所長 榊原　真 岐阜県可児市姫ヶ丘１丁目２０番地 ｼﾝｸﾚｲﾔ

000011208 株式会社新晃 代表取締役 北川　潤 岐阜県不破郡垂井町宮代２２５３ー１ ｼﾝｺｳ
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000011468 株式会社神鋼環境ソリューション　名古屋支店 支店長 黒太　治喜 愛知県名古屋市西区名駅２丁目２７番８号 ｼﾝｺｳｶﾝｷﾖｳｿﾘﾕｰｼﾖﾝ

000003426 新興建設株式会社 代表取締役 田中　勝也 岐阜県多治見市陶元町６１番地 ｼﾝｺｳｹﾝｾﾂ

000003032 神工電気株式会社 代表取締役 白木　宏和 岐阜県飛騨市神岡町船津１９４５番地５ ｼﾝｺｳﾃﾞﾝｷ

000003059 有限会社新興 代表取締役 加藤　夏美 三重県四日市市松寺３丁目６番１８号 ｼﾝｺｰ

000012444 株式会社シンコーワ　岐阜営業所 所長 矢田　義将 岐阜県関市倉知３２５３番２ ｼﾝｺｰﾜ

000003337 新生テクノス株式会社　中部支店 執行役員支店長 金山　健治 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 ｼﾝｾｲﾃｸﾉｽ

000003591 株式会社新東建設 代表取締役 加藤　照彦 岐阜県関市東新町４－９９－２ ｼﾝﾄｳｹﾝｾﾂ

000022909 新日本ガス株式会社 代表取締役 高井　孝訓 岐阜県岐阜市則武東３丁目１５番７号 ｼﾝﾆﾎﾝｶﾞｽ

000003387 新日本空調株式会社　名古屋支店
常務執行役員支店
長

松浦　正志 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目２４番３０号 ｼﾝﾆﾎﾝｸｳﾁﾖｳ

000011156 新日本工業株式会社　岐阜営業所 所長 田澤　秀樹 岐阜県多治見市下沢町４丁目９１番地１ ｼﾝﾆﾎﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000003281 シンフォニアテクノロジー株式会社　名古屋支社 支社長 寺本　茂之 愛知県名古屋市西区名駅１－１－１７ ｼﾝﾌｵﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

000030925 有限会社神明電気 代表取締役 伊藤　進一 岐阜県養老郡養老町押越１－７４ ｼﾝﾒｲﾃﾞﾝｷ

000008126 新明和アクアテクサービス株式会社　中部センター 所長 鷲野　滋一 愛知県小牧市外堀３－１９３ ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ

000003572 新明和工業株式会社　流体事業部営業本部中部支店 支店長 山下　淳 愛知県名古屋市中区大須１丁目７番１１号 ｼﾝﾒｲﾜｺｳｷﾞﾖｳ

000001207 新菱工業株式会社　名古屋支店 支店長 奥原　武久 愛知県名古屋市中区栄３ー１ー１ ｼﾝﾘﾖｳｺｳｷﾞﾖｳ

000003364 新菱冷熱工業株式会社　岐阜営業所 所長 都築　勝 岐阜県岐阜市神田町９丁目２７番地 ｼﾝﾘﾖｳﾚｲﾈﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000014557 株式会社水機テクノス　名古屋支店 支店長 山田　哲由 愛知県名古屋市中区栄２丁目２番１７号 ｽｲｷﾃｸﾉｽ

000019145 株式会社水研　名古屋支店 支店長 鈴木　圭吾 愛知県名古屋市東区砂田橋５ー８ー２８ ｽｲｹﾝ

000003668 水道機工株式会社　名古屋支店 支店長 岡本　浩二 愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１２号 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ

000035512 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　中部支店 支店長 今枝　光彰 愛知県名古屋市中区新栄町二丁目４番地 ｽｲﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000011963 株式会社末武造園土木 代表取締役 末武　智博 岐阜県美濃加茂市下米田町信友６９ ｽｴﾀｹｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

000000645 株式会社末永製作所 代表取締役 末永　治生 岐阜県揖斐郡揖斐川町房島１８２２番地の３ ｽｴﾅｶﾞｾｲｻｸｼﾖ

000003508 末永電気株式会社 代表取締役 末永　英司 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原１１６番地の３ ｽｴﾅｶﾞﾃﾞﾝｷ

000003582 須賀工業株式会社　岐阜出張所 所長 遠藤　仁志 岐阜県岐阜市川端町１３番地１ ｽｶﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000003147 杉浦電気工事株式会社 代表取締役 杉浦　晃 岐阜県下呂市森２３２４番地 ｽｷﾞｳﾗﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ
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000003105 株式会社椙岡組 代表取締役 椙岡　典昭 岐阜県安八郡神戸町大字丈六道２０ー２ ｽｷﾞｵｶｸﾞﾐ

000020642 株式会社杉建 代表取締役 杉本　哲也 岐阜県高山市岡本町１丁目９８番地８ ｽｷﾞｹﾝ

000001289 杉山建設株式会社 代表取締役 杉山　文康 岐阜県本巣市海老４３０番地 ｽｷﾞﾔﾏｹﾝｾﾂ

000003137 株式会社杉山塗装店 代表取締役 杉山　昌治 岐阜県岐阜市上川手５０９番地の１ ｽｷﾞﾔﾏﾄｿｳﾃﾝ

000026614 株式会社ＳＫＩＬＬ．Ｋ 代表取締役 山内　潤治 岐阜県羽島郡岐南町徳田１丁目１９番地の２ ｽｷﾙｹｲ

000040081 株式会社鈴木産業 代表取締役 鈴木　敦史 愛知県名古屋市千種区京命２－６－１６ ｽｽﾞｷｻﾝｷﾞﾖｳ

000001247 鈴木設備株式会社 代表取締役 鈴木　茂徒央 各務原市各務おがせ町９丁目２３０番地１ ｽｽﾞｷｾﾂﾋﾞ

000003723 株式会社鈴木塗装工務店　名古屋支店 支店長 松村　辰雄 愛知県名古屋市南区明円町６０番 ｽｽﾞｷﾄｿｳｺｳﾑﾃﾝ

000008141 鈴中工業株式会社 代表取締役 鈴木　康仁 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目９番７号 ｽｽﾞﾅｶｺｳｷﾞﾖｳ

000041598 株式会社スペース 代表取締役社長 佐々木　靖浩 東京都中央区日本橋人形町３丁目９番４号 ｽﾍﾟｰｽ

000003036 スポーツサーフェス株式会社　大阪営業所 所長 武藤　太 大阪府大阪市西区立売堀１丁目１１番１７号 ｽﾎﾟｰﾂｻｰﾌｴｽ

000003503 株式会社鷲見建設 代表取締役 鷲見　芳男 岐阜県本巣市下福島４９ ｽﾐｹﾝｾﾂ

000000820 寿美工業株式会社　岐阜営業所 所長 間宮　孝治 岐阜県美濃加茂市蜂屋台１丁目５番地１３ ｽﾐｺｳｷﾞﾖｳ

000001236 住友重機械エンバイロメント株式会社　中部支店 支店長 辻本　謙一 愛知県名古屋市東区東桜１ー１０ー２４ ｽﾐﾄﾓｼﾞﾕｳｷｶｲｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ

000019692
住友重機械精機販売株式会社　中部サービス営業グルー
プ

グループリーダー 田畑　耕一 愛知県大府市大東町２－９７－１ ｽﾐﾄﾓｼﾞﾕｳｷｶｲｾｲｷﾊﾝﾊﾞｲ

000003637 青協建設株式会社 代表取締役社長 各務　剛児 岐阜県関市倉知３２０４番地の４ ｾｲｷﾖｳｹﾝｾﾂ

000038184 株式会社成建 代表取締役 遠藤　直人 岐阜県揖斐郡池田町本郷３２５－１ ｾｲｹﾝ

000011210 西建産業株式会社 代表取締役 宗宮　與裕 岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永１６４５－１ ｾｲｹﾝｻﾝｷﾞﾖｳ

000003527 株式会社正興電機製作所　名古屋営業所 所長 吉村　和記 愛知県名古屋市中区栄４丁目３番２６号 ｾｲｺｳﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼﾖ

000000476 株式会社セイコー　各務原営業所 営業所長 岩砂　和正 各務原市那加柄山町５７番地 ｾｲｺｰ

000001333 セイコー化工機株式会社　名古屋営業所 所長 木之下　卓也 愛知県名古屋市中区古渡町１８番９号 ｾｲｺｰｶｺｳｷ

000001263 セイコータイムクリエーション株式会社 代表取締役社長 萩原　健二 東京都江東区福住２丁目４―３ ｾｲｺｰﾀｲﾑｸﾘｴｰｼﾖﾝ

000003258 西濃機電株式会社 代表取締役 安田　隆夫 岐阜県大垣市野口３丁目１番地６号 ｾｲﾉｳｷﾃﾞﾝ

000003293 西濃建設株式会社　岐阜支店 支店長 清水　猛行 岐阜県岐阜市薮田南１－１１ー７ ｾｲﾉｳｹﾝｾﾂ

000000142 株式会社セイノー防災工業 代表取締役 和田　展明 岐阜県大垣市南若森４丁目８２番地 ｾｲﾉｰﾎﾞｳｻｲｺｳｷﾞﾖｳ
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000000328 株式会社西武管商 代表取締役 浦瀬　武夫 岐阜県岐阜市宇佐南３－５－１８ ｾｲﾌﾞｶﾝｼﾖｳ

000003201 西武建設株式会社　名古屋支店 支店長 張間　誠司 愛知県名古屋市中村区名駅２丁目２８番３号 ｾｲﾌﾞｹﾝｾﾂ

000003595 西部電機株式会社　名古屋営業所 所長 柳瀬　哲也 愛知県名古屋市天白区原２丁目３１０１番地 ｾｲﾌﾞﾃﾞﾝｷ

000021808 株式会社ＳＥＩＷＡ 代表取締役 戸星　章民 岐阜県岐阜市上土居３―３―２ ｾｲﾜ

000021809 株式会社誠和 代表取締役 後藤　和恵 岐阜県岐阜市忠節町４丁目７３番地 ｾｲﾜ

000003589 株式会社セーコー電子総業 代表取締役 安藤　欽造 岐阜県岐阜市光町１丁目３９番地 ｾｰｺｰﾃﾞﾝｼｿｳｷﾞﾖｳ

000003544 有限会社瀬川園 代表取締役 瀬川　考誉 岐阜県本巣市下真桑６００番地 ｾｶﾞﾜｴﾝ

000003099 株式会社関元組 代表取締役 山田　元 岐阜県関市東町４ー３ー８ ｾｷｹﾞﾝｸﾞﾐ

000028034
積水化学工業株式会社　環境・ライフラインカンパニー中部
支店

支店長 田野岡　篤 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番３号 ｾｷｽｲｶｶﾞｸｺｳｷﾞﾖｳ

000030517 積水ハウス株式会社　岐阜支店 支店長 三浦　淳 岐阜県岐阜市市橋３丁目４番８号 ｾｷｽｲﾊｳｽ

000003425 瀬口電設株式会社 代表取締役 瀬口　幹浩 岐阜県岐阜市菊地町５丁目１１番地 ｾｸﾞﾁｾﾝｾﾂ

000030921 ゼット工業株式会社 代表取締役 山内　滋子 愛知県名古屋市守山区新守山３４１２番地 ｾﾞﾂﾄｺｳｷﾞﾖｳ

000003087 株式会社錢高組　名古屋支店 理事支店長 河野　和彦 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目１４番１３号 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ

000033325 ゼネラルヒートポンプ工業株式会社 代表取締役 柴　芳郎 愛知県名古屋市緑区大高町字己新田１２１ ｾﾞﾈﾗﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｺｳｷﾞﾖｳ

000035351 有限会社洗管興業 代表取締役 山川　勝博 岐阜県大垣市綾野五丁目４１番地 ｾﾝｶﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000032244 セントラル建設株式会社 代表取締役 阿部　伸一郎 岐阜県恵那市大井町１２０２―４ ｾﾝﾄﾗﾙｹﾝｾﾂ

000020142 泉陽興業株式会社 代表取締役 山田　勇作 大阪府大阪市浪速区元町１－８ー１５ ｾﾝﾖｳｺｳｷﾞﾖｳ

000003370 総合電気通信株式会社 代表取締役 小林　洋二朗 愛知県名古屋市北区光音寺町字野方１９１８番地３１ ｿｳｺﾞｳﾃﾞﾝｷﾂｳｼﾝ

000043729 有限会社総美クリエイト 取締役社長 國島　正嗣 岐阜県羽島郡岐南町若宮地３－１２０ ｿｳﾋﾞｸﾘｴｲﾄ

000038714 創和水建株式会社 代表取締役 後藤　裕紀 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字川田４番地１ ｿｳﾜｽｲｹﾝ

000011769 株式会社ソトムラ　名古屋営業所 所長 寺井　裕一 愛知県名古屋市昭和区吹上町２丁目１０番地２ ｿﾄﾑﾗ

000027812 大一建設株式会社 代表取締役 江本　在泰 岐阜県山県市富永２８８ ﾀﾞｲｲﾁｹﾝｾﾂ

000003563 第一工業株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 都倉　通晴 愛知県名古屋市千種区今池３丁目１３番１３号 ﾀﾞｲｲﾁｺｳｷﾞﾖｳ

000041875 大栄産業株式会社 代表取締役 木村　雄三 愛知県知多郡美浜町北方字西側８５番地の１ ﾀﾞｲｴｲｻﾝｷﾞﾖｳ

000003696 株式会社ダイエーディスポウズ 代表取締役 笹野　清孝 愛知県名古屋市中村区稲西町２０８番地 ﾀﾞｲｴｰﾃﾞｲｽﾎﾟｳｽﾞ
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000003055 タイガー電気株式会社 代表取締役 伊藤　博和 岐阜県不破郡垂井町栗原１２６５－１５ ﾀｲｶﾞｰﾃﾞﾝｷ

000004010 株式会社ダイキアクシス　名古屋営業所 所長 服部　孝司 愛知県名古屋市西区あし原町８６番地 ﾀﾞｲｷｱｸｼｽ

000000558 ダイキン工業株式会社　サービス本部中部サービス部 中部サービス部長 中川　義一 愛知県名古屋市港区南十一番町４ー３ ﾀﾞｲｷﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000003171 太啓建設株式会社 代表取締役 大矢　伸明 愛知県豊田市東梅坪町１０丁目３番地３ ﾀｲｹｲｹﾝｾﾂ

000000310 有限会社タイケン 代表取締役 豊田　博 愛知県瀬戸市見付町９１番地の５ ﾀｲｹﾝ

000000208 大興建設株式会社　岐阜支店 専務取締役支店長 渡辺　隆吾 各務原市川島松倉町字上ノ島２２０６番地３ ﾀｲｺｳｹﾝｾﾂ

000033763 有限会社大幸興業 代表取締役 大中　幸彦 岐阜県岐阜市長森本町２―１３―１０ ﾀﾞｲｺｳｺｳｷﾞﾖｳ

000032572 大辰工業株式会社　本店営業所 本店営業所長 長崎　義典 ﾀﾞｲｼﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000003146 大成温調株式会社　名古屋支店 支店長 野田　圭司 愛知県名古屋市中区錦３丁目６番３４号 ﾀｲｾｲｵﾝﾁﾖｳ

000003674 大成機工株式会社　名古屋支店 支店長 丸山　浩樹 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２―８ ﾀｲｾｲｷｺｳ

000001214 大成建設株式会社　岐阜営業所 営業所長 戸崎　達也 岐阜県岐阜市金宝町２ー８ ﾀｲｾｲｹﾝｾﾂ

000001242 株式会社大誠重機 代表取締役 伊神　成生 各務原市鵜沼大伊木町４丁目５８１番地 ﾀｲｾｲｼﾞﾕｳｷ

000003517 大成設備株式会社　東海支店 支店長 牧野　尚 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 ﾀｲｾｲｾﾂﾋﾞ

000004028 株式会社大装 代表取締役 大森　克也 岐阜県下呂市荻原町宮田１４７８番地の１ ﾀﾞｲｿｳ

000000280 ダイダン株式会社　岐阜営業所 所長 佐藤　美津男 岐阜県岐阜市吉野町６丁目１６番地 ﾀﾞｲﾀﾞﾝ

000038709 株式会社泰東 代表取締役 前田　博一 富山県高岡市内免２丁目４番１号 ﾀｲﾄｳ

000000522 大東株式会社 代表取締役社長 渡部　勝裕 岐阜県岐阜市六条南３丁目１４番１号 ﾀﾞｲﾄｳ

000015112 大同機工株式会社 代表取締役 徳永　光昭 埼玉県戸田市新曽３３６ ﾀﾞｲﾄﾞｳｷｺｳ

000044512 大東建託株式会社 代表取締役 小林　克満 東京都港区港南二丁目１６番１号 ﾀﾞｲﾄｳｹﾝﾀｸ

000001081 大東商事 代表 堀井　泰弘 各務原市鵜沼羽場町５丁目６５番地 ﾀﾞｲﾄｳｼﾖｳｼﾞ

000001187 大日本土木株式会社 代表取締役社長 馬場　義雄 岐阜県岐阜市宇佐南１―３―１１ ﾀﾞｲﾆﾎﾝﾄﾞﾎﾞｸ

000003731 株式会社太平エンジニアリング　岐阜営業所 所長 村瀬　孝 各務原市蘇原村雨町４丁目３３番地１ ﾀｲﾍｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000003096 大豊建設株式会社　名古屋支店
常務執行役員支店
長

尾形　則光 愛知県名古屋市中村区角割町５ー７ー２ ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ

000021810 株式会社ダイヤモンドホールディングス 代表取締役
タカヤナギ　ミツ
ル

岐阜県岐阜市下西郷１－１７０－１ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

000001171 株式会社大雄 代表取締役 阿部　嘉澄 各務原市鵜沼西町４丁目６９番地 ﾀﾞｲﾕｳ
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000003333 大有建設株式会社　岐阜営業所 所長 平松　亨 岐阜県岐阜市細畑１－９ー２ ﾀｲﾕｳｹﾝｾﾂ

000013132 太洋基礎工業株式会社　名古屋支店岐阜営業所 所長
スギオカ　トシハ
ル

岐阜県岐阜市六条北４―８―１０ ﾀｲﾖｳｷｿｺｳｷﾞﾖｳ

000003184 太陽工業株式会社 代表取締役 岡崎　時彦 岐阜県揖斐郡池田町八幡１０４１番地 ﾀｲﾖｳｺｳｷﾞﾖｳ

000030505 太陽工業株式会社　名古屋支店 支店長 奥村　学 愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目８番１１号 ﾀｲﾖｳｺｳｷﾞﾖｳ

000037178 株式会社タイヨウ産業 代表取締役 臼井　正仁 岐阜県羽島郡岐南町三宅八丁目２２０番地 ﾀｲﾖｳｻﾝｷﾞﾖｳ

000003446 大冷工業株式会社　岐阜支店 支店長 古田　輝威 岐阜県岐阜市宇佐南３丁目５番２２号 ﾀﾞｲﾚｲｺｳｷﾞﾖｳ

000003251 大和アロエース株式会社 代表取締役 伊藤　文俊 各務原市那加桐野町２－２０ ﾀﾞｲﾜｱﾛｴｰｽ

000003411 大和機工株式会社 代表取締役 小森谷　尚久 愛知県大府市梶田町一丁目１７１番地 ﾀﾞｲﾜｷｺｳ

000000629 株式会社ダイワテクノ 代表取締役社長 廣川　重幸 岐阜県岐阜市則武東２－１８－３８ ﾀﾞｲﾜﾃｸﾉ

000008369 大和ハウス工業株式会社　岐阜支社 支社長 天野　禎久 岐阜県岐阜市薮田東２丁目１番６号 ﾀﾞｲﾜﾊｳｽｺｳｷﾞﾖｳ

000003188 大和リース株式会社　岐阜営業所 所長 奥野　俊輔 岐阜県岐阜市薮田東２－１－６ ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ

000003592 株式会社高垣組　岐阜支店 支店長 早川　裕 岐阜県岐阜市薮田東１丁目９番１９号 ﾀｶｶﾞｷｸﾐ

000003250 高砂熱学工業株式会社　名古屋支店 理事支店長 谷口　雅之 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 ﾀｶｻｺﾞﾈﾂｶﾞｸｺｳｷﾞﾖｳ

000000204 株式会社高島衛生 代表取締役 高島　大助 岐阜県岐阜市柳津町丸野４丁目８０番地 ﾀｶｼﾏｴｲｾｲ

000003549 高田機工株式会社　名古屋営業所 所長 濱西　康浩 愛知県名古屋市中区錦３丁目７番９号 ﾀｶﾀﾞｷｺｳ

000011464 株式会社高田組 代表取締役 榎本　卓朗 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水１５７－１ ﾀｶﾀﾞｸﾞﾐ

000011059 高田建設株式会社 代表取締役 髙田　美仁 岐阜県安八郡安八町南今ケ渕５１８ ﾀｶﾀﾞｹﾝｾﾂ

000003358 株式会社高電 代表取締役 中島　織衣 岐阜県多治見市宝町３丁目３０番地の２ ﾀｶﾃﾞﾝ

000001197 高橋電気工業株式会社 代表取締役 高橋　秀幸 岐阜県岐阜市中西郷３９８番地 ﾀｶﾊｼﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000000835 高見通信工業株式会社　岐阜営業所 所長 稲葉　裕治 岐阜県岐阜市吉野町１ー１６ ﾀｶﾐﾂｳｼﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000017349 瀧上建設興業株式会社 代表取締役 鬼頭　克己 愛知県名古屋市昭和区鶴舞２丁目１９番２２号 ﾀｷｶﾞﾐｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000003131 瀧上工業株式会社　岐阜営業所 所長 伴　雅彦 岐阜県岐阜市県町２丁目１２番地１２ ﾀｷｶﾞﾐｺｳｷﾞﾖｳ

000003378 株式会社タクマ　中部支店 支店長 菅原　孝二 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２番８号 ﾀｸﾏ

000033776 株式会社拓和　名古屋支店 支店長 加藤　泰治 愛知県名古屋市西区那古野１－１４－１８ ﾀｸﾜ

000025108 竹市電気株式会社 代表取締役 竹市　尚示 岐阜県岐阜市柳津町東塚４－５２ ﾀｹｲﾁﾃﾞﾝｷ
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000003644 有限会社武長技建 代表取締役 長井　秀人 岐阜県関市武芸川町谷口９７番地３ ﾀｹﾅｶﾞｷﾞｹﾝ

000011163 株式会社竹中建設 代表取締役 竹中　謙治 岐阜県大垣市笠木町６６３－２ ﾀｹﾅｶｹﾝｾﾂ

000003672 株式会社竹中工務店　岐阜営業所 所長 鈴木　敏郎 岐阜県岐阜市金町六丁目６番地 ﾀｹﾅｶｺｳﾑﾃﾝ

000003576 株式会社竹中土木　名古屋支店
常務執行役員支店
長

渡部　彰 愛知県名古屋市中区錦２丁目２番１３号 ﾀｹﾅｶﾄﾞﾎﾞｸ

000003588 田代工業株式会社 代表取締役 田中　祥平 岐阜県岐阜市早田本町４丁目１１番地 ﾀｼﾛｺｳｷﾞﾖｳ

000034902 株式会社タチバナ建材リース 代表取締役 森　康浩 愛知県豊橋市南大清水町字藤ヶ谷３４６番地の１ ﾀﾁﾊﾞﾅｹﾝｻﾞｲﾘｰｽ

000035141 株式会社タツノ　中部支店 支店長 竹村　徳憲 愛知県名古屋市東区矢田三丁目２番２５号 ﾀﾂﾉ

000001281 株式会社ＴＡＴＳＵＭＩ 代表取締役 後藤　諭 岐阜県岐阜市福富天神前３０８番地１ ﾀﾂﾐ

000034425 館林建設株式会社 代表取締役 館林　慶二 岐阜県土岐市土岐津町土岐口１９５６ ﾀﾃﾊﾞﾔｼｹﾝｾﾂ

000036933 株式会社立保 代表取締役 安江　将利 岐阜県加茂郡東白川村越原１３５１ ﾀﾃﾎ

000010813 株式会社田中建設 代表取締役 佐藤　良平 岐阜県羽島市福寿町間島７－９ ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ

000003534 田中社寺株式会社 代表取締役 田中　敬二 岐阜県岐阜市加納東丸町２丁目２０番地 ﾀﾅｶｼﾔｼﾞ

000003413 株式会社田中荘介商店 代表取締役 田中　孝芳 愛知県名古屋市北区駒止町２丁目８８番地 ﾀﾅｶｿｳｽｹｼﾖｳﾃﾝ

000000756 タニコー株式会社　岐阜営業所 所長 加藤　幹規 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷２丁目３番地 ﾀﾆｺｰ

000030620 玉井土木株式会社 代表取締役 玉井　三仲 岐阜県山県市伊佐美３２４－１ ﾀﾏｲﾄﾞﾎﾞｸ

000003430 玉田建設株式会社 代表取締役 玉田　稲子 岐阜県岐阜市大洞１丁目１６番１１号 ﾀﾏﾀﾞｹﾝｾﾂ

000001462 株式会社丹青社 代表取締役 高橋　貴志 東京都港区港南１丁目２番７０号 ﾀﾝｾｲｼﾔ

000000735 株式会社丹葉電機岐阜　． 統括部長 日比野　顕吾 岐阜県可児市中恵土６０番地の３ ﾀﾝﾖｳﾃﾞﾝｷｷﾞﾌ

000003217 近松建設株式会社 代表取締役 近松　健夫 岐阜県岐阜市雪見町１丁目５番地 ﾁｶﾏﾂｹﾝｾﾂ

000003519 地建興業株式会社 代表取締役 宮地　秀将 愛知県刈谷市場割町１－４－１ ﾁｹﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000003336 株式会社地建防災 代表取締役 成田　聡 各務原市鵜沼宝積寺町４ー７ ﾁｹﾝﾎﾞｳｻｲ

000003330 中衛工業株式会社　岐阜支店 支店長 三ツ村　広治 岐阜県岐阜市六条南３丁目６番９号 ﾁﾕｳｴｲｺｳｷﾞﾖｳ

000001270 有限会社中央設備商会 代表取締役 横山　秋男 各務原市蘇原瑞穂町４丁目８番地の２ ﾁﾕｳｵｳｾﾂﾋﾞｼﾖｳｶｲ

000003557 有限会社中央体育器具製作所 代表取締役 桜井　省三 岐阜県加茂郡川辺町下川辺５１６番地 ﾁﾕｳｵｳﾀｲｲｸｷｸﾞｾｲｻｸｼﾞﾖ

000000384 中央電気工事株式会社　岐阜営業所 所長 黒田　浩 各務原市那加信長町１丁目８５番地 ﾁﾕｳｵｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ
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000000398 中央電子光学株式会社 代表取締役 日比　泰雅 岐阜県岐阜市六条北４丁目１０番７号 ﾁﾕｳｵｳﾃﾞﾝｼｺｳｶﾞｸ

000003107 中央電設株式会社　名古屋支店 名古屋支店長 尾市　利典 愛知県名古屋市中区錦２丁目２番２号 ﾁﾕｳｵｳﾃﾞﾝｾﾂ

000003207 株式会社中京スポーツ施設 代表取締役 正治　美知子 愛知県尾張旭市狩宿新町２丁目２７番地 ﾁﾕｳｷﾖｳｽﾎﾟｰﾂｼｾﾂ

000003294 株式会社中電工　名古屋支社 支社長 山本　秀幸 愛知県名古屋市昭和区鶴舞３丁目２２番８号 ﾁﾕｳﾃﾞﾝｺｳ

000000532 株式会社中日ＡＶシステム 代表取締役社長 神谷　正史 岐阜県大垣市船町５丁目２３番地 ﾁﾕｳﾆﾁｴｲﾌﾞｲｼｽﾃﾑ

000003369 中日建設株式会社 代表取締役 髙木　賢一朗 愛知県名古屋市中区橘１－１－２０ ﾁﾕｳﾆﾁｹﾝｾﾂ

000000224 中日コプロ株式会社　岐阜営業所 所長 近藤　久喜 岐阜県岐阜市細畑６丁目１番１ ﾁﾕｳﾆﾁｺﾌﾟﾛ

000004218 中日電機工業株式会社 代表取締役 加藤　高也 愛知県名古屋市中川区富川町５－２―６ ﾁﾕｳﾆﾁﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000011469 株式会社中濃 代表取締役 義村　晃 岐阜県可児市坂戸７９－２ ﾁﾕｳﾉｳ

000025793 有限会社中濃電工社 代表取締役 渡邉　一弥 岐阜県可児市川合１４０番地３ ﾁﾕｳﾉｳﾃﾞﾝｺｳｼﾔ

000036067 中濃塗装 事業主 小松　裕之 岐阜県可児市川合９０６の１３ ﾁﾕｳﾉｳﾄｿｳ

000020990 中部化工建設株式会社 代表取締役 大塚　秀幸 愛知県名古屋市熱田区西野町２ー７０ ﾁﾕｳﾌﾞｶｺｳｹﾝｾﾂ

000003449 有限会社中部環境 取締役 田中　秀爾 岐阜県瑞浪市土岐町１１８７番地の１ ﾁﾕｳﾌﾞｶﾝｷﾖｳ

000003202 株式会社中部技研 代表取締役 田中　直樹 岐阜県多治見市新富町２丁目１６番地 ﾁﾕｳﾌﾞｷﾞｹﾝ

000044511 株式会社中部技術サービス　名古屋支店 支店長 安部　薫 愛知県名古屋市西区則武新町三丁目１番１３８号 ﾁﾕｳﾌﾞｷﾞｼﾞﾕﾂｻｰﾋﾞｽ

000000346 株式会社中部空調サービス 代表取締役 藤井　政規 岐阜県岐阜市岩滝西１－４７５－２ ﾁﾕｳﾌﾞｸｳﾁﾖｳｻｰﾋﾞｽ

000000307 中部クリーン株式会社 代表取締役 吉田　登資 岐阜県可児市広見在原５１８ ﾁﾕｳﾌﾞｸﾘｰﾝ

000003435 中部交通資材株式会社 代表取締役 前川　保 岐阜県可児市今渡１６１９－８７ ﾁﾕｳﾌﾞｺｳﾂｳｼｻﾞｲ

000000788 中部事務機株式会社 代表取締役 辻　慶一 岐阜県岐阜市都通１丁目１５番地 ﾁﾕｳﾌﾞｼﾞﾑｷ

000036068 中部精機株式会社 代表取締役社長 岡部　一彦 愛知県名古屋市瑞穂区新開町２４－９９ ﾁﾕｳﾌﾞｾｲｷ

000003497 中部電工株式会社 代表取締役 山城　敬介 愛知県名古屋市昭和区阿由知通２ー１６ー２ ﾁﾕｳﾌﾞﾃﾞﾝｺｳ

000003062 有限会社中部塗装 代表取締役 高山　雄輔 岐阜県可児郡御嵩町御嵩５５０ ﾁﾕｳﾌﾞﾄｿｳ

000003500 中部土木株式会社 代表取締役社長 難波　陽一 愛知県名古屋市名東区社台三丁目１２５番地 ﾁﾕｳﾌﾞﾄﾞﾎﾞｸ

000003246 中部ニチレキ工事株式会社　岐阜営業所 所長 矢野　弘規 岐阜県岐阜市六条南１丁目３番１号 ﾁﾕｳﾌﾞﾆﾁﾚｷｺｳｼﾞ

000000348 中部パークシステム株式会社 代表取締役 奥田　隆庸 岐阜県大垣市中川町４丁目１５７番地３ ﾁﾕｳﾌﾞﾊﾟｰｸｼｽﾃﾑ
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000001234 中部ライン株式会社 代表取締役 毛利　邦夫 岐阜県瑞穂市稲里大西６５４－５ ﾁﾕｳﾌﾞﾗｲﾝ

000004017 株式会社中部レキセイ　岐阜営業所 所長 渡邊　直樹 岐阜県多治見市大畑町６丁目２２番地の１ ﾁﾕｳﾌﾞﾚｷｾｲ

000033762 中立電機株式会社 代表取締役 加藤　徳弘 愛知県豊明市新田町南山９２―１ ﾁﾕｳﾘﾂﾃﾞﾝｷ

000003029 長永スポーツ工業株式会社　中部支店 支店長 那須田　圭伸 愛知県名古屋市中川区露橋２－２３－２０ ﾁﾖｳｴｲｽﾎﾟｰﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000003729 株式会社千代田組　中部支店 支店長 田中　堅詞 愛知県名古屋市中区錦１丁目１３番２６号 ﾁﾖﾀﾞｸﾞﾐ

000003691 千代田工業株式会社 代表取締役 服部　良三 愛知県津島市蛭間町字桝田３２３番地 ﾁﾖﾀﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000000134 千代田電子システム株式会社　岐阜営業所 所長 佐藤　邦雄 岐阜県岐阜市加納北広江町４１番地 ﾁﾖﾀﾞﾃﾞﾝｼｼｽﾃﾑ

000020943 付知土建株式会社 代表取締役 三尾　秀和 岐阜県中津川市付知町５０６８ー３ ﾂｹﾁﾄﾞｹﾝ

000012462 株式会社土本建設 代表取締役 土本　俊一 岐阜県岐阜市松風町１－８ ﾂﾁﾓﾄｹﾝｾﾂ

000001181 ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社　岐阜営業所 所長 渡邊　隆成 岐阜県岐阜市花園町１８－９ ﾂﾁﾔ

000022906 株式会社土屋Ｒ＆Ｃ 代表取締役 髙木　芳明 岐阜県大垣市禾森町３丁目２０６３番地２ ﾂﾁﾔｱｰﾙｱﾝﾄﾞｼｰ

000003111 株式会社土屋電気商会 代表取締役 土屋　勤 岐阜県関市出来町２５番地 ﾂﾁﾔﾃﾞﾝｷｼﾖｳｶｲ

000000567 都築電気株式会社　名古屋オフィス
中日本ソリューショ
ン営業統括部長

清水　信裕 愛知県名古屋市中区錦２－１３－３０ ﾂﾂﾞｷﾃﾞﾝｷ

000003304 株式会社常川グリーン 代表取締役 常川　隆 岐阜県岐阜市切通５丁目４番１３号 ﾂﾈｶﾜｸﾞﾘｰﾝ

000001284 株式会社鶴見製作所　中部支店 支店長 松田　章治 愛知県名古屋市中村区牛田通２丁目１９番地 ﾂﾙﾐｾｲｻｸｼﾖ

000021507 株式会社ティーブイエスネクスト 代表取締役社長 川﨑　三千夫 愛知県名古屋市中区上前津２－１４－１５ ﾃｲｰﾌﾞｲｴｽﾈｸｽﾄ

000003326 ＤＳＴＯＫＡＩ株式会社 代表取締役 大石　隆徳 岐阜県可児市今渡１１５５番地の１ ﾃﾞｲｴｽﾄｳｶｲ

000012451 帝国商事株式会社 代表取締役 堤　智 愛知県瀬戸市西山町１丁目１１番地 ﾃｲｺｸｼﾖｳｼﾞ

000024279 株式会社ＴＴＫ 代表取締役 藤田　義明 愛知県名古屋市東区東桜２―１５―７ ﾃｲﾃｲｹｲ

000000560 株式会社テクアノーツ　中部事業所 中部事業所長 舟木　直純 岐阜県大垣市新田町４丁目３０番地 ﾃｸｱﾉｰﾂ

000039499 株式会社テクオス 代表取締役 式部　梨香 岐阜県岐阜市茜部神清寺２－６ ﾃｸｵｽ

000018806 株式会社テクノス 代表取締役 鍔田　剛年 岐阜県安八郡安八町南條７４２－１ ﾃｸﾉｽ

000023687 テクノネット株式会社 代表取締役 石野田　賢次 愛知県名古屋市守山区青山台７１１ ﾃｸﾉﾈﾂﾄ

000003079 株式会社テクノ菱和　岐阜営業所 所長 森　佳広 岐阜県岐阜市八島町３ ﾃｸﾉﾘﾖｳﾜ

000000783 テスコ株式会社 代表取締役 髙橋　久治 東京都千代田区西神田１丁目４番５号 ﾃｽｺ
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000026641 株式会社デック　名古屋営業所 所長 山田　浩也 愛知県名古屋市熱田区六番２ー１ー８ ﾃﾞﾂｸ

000003043 鉄建建設株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 大場　秀彦 愛知県名古屋市中村区名駅１－１ー４ ﾃﾂｹﾝｹﾝｾﾂ

000004213 寺岡オート・ドアシステム株式会社　名古屋支店 支店長 吉田　司 愛知県名古屋市北区清水５丁目１０番２号 ﾃﾗｵｶｵｰﾄﾄﾞｱｼｽﾃﾑ

000003174 寺嶋建設株式会社 代表取締役 寺嶋　敏泰 岐阜県岐阜市上加納山４７２３番地の２６ ﾃﾗｼﾏｹﾝｾﾂ

000017157 テラル株式会社　中部支店 次長 磯部　佳功 愛知県名古屋市中区伊勢山１丁目１番１９号 ﾃﾗﾙ

000003866 テルウェル西日本株式会社　東海支店 取締役東海支店長 苫名　明 愛知県名古屋市中区松原３－２－８ ﾃﾙｳｴﾙﾆｼﾆﾎﾝ

000022307 電気興業株式会社　名古屋支店 支店長 岩澤　俊一 愛知県名古屋市東区東桜１丁目４番１３号 ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000003189 株式会社電業社機械製作所　名古屋支店 支店長 専能　哲也 愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１８号 ﾃﾞﾝｷﾞﾖｳｼﾔｷｶｲｾｲｻｸｼﾞﾖ

000038711 電子システム株式会社 代表取締役 田中　弘一郎 愛知県名古屋市昭和区御器所３－２－５ ﾃﾞﾝｼｼｽﾃﾑ

000001317 天龍建設株式会社 代表取締役 八木　重喜 各務原市蘇原興亜町１丁目２番地 ﾃﾝﾘﾕｳｹﾝｾﾂ

000000670 東亜グラウト工業株式会社　中部支店 支店長 大矢　憲 愛知県名古屋市天白区笹原町５０８番地 ﾄｳｱｸﾞﾗｳﾄｺｳｷﾞﾖｳ

000003290 東亜建設工業株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 金子　功 愛知県名古屋市中区錦３－４ー６ ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000000379 株式会社東亜製作所　岐阜支店 取締役支店長 佐藤　圭一 岐阜県羽島郡岐南町平成５丁目２９番地 ﾄｳｱｾｲｻｸｼﾖ

000003132 東亜道路工業株式会社　岐阜出張所 所長 大谷　直弘 岐阜県瑞浪市土岐町６０５３－１ ﾄｳｱﾄﾞｳﾛｺｳｷﾞﾖｳ

000018226 有限会社東栄企工 代表取締役 瀬戸口　裕是 岐阜県関市倉知３２４２番地の１ ﾄｳｴｲｷｺｳ

000000725 東栄電業株式会社 代表取締役社長 澤田　昭一 岐阜県岐阜市入舟町４－３８－１ ﾄｳｴｲﾃﾞﾝｷﾞﾖｳ

000020217 東栄フェンス機鋼商会 事業主 吉村　勝利 岐阜県岐阜市九重町２－９ ﾄｳｴｲﾌｴﾝｽｷｺｳｼﾖｳｶｲ

000003372 東海イーシー株式会社 代表取締役 石井　元博 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通５ー２６ ﾄｳｶｲｲｰｼｰ

000003088 有限会社東海エアコン設備センター 代表取締役 長谷川　弘 各務原市蘇原新栄町１丁目７９番地３ ﾄｳｶｲｴｱｺﾝｾﾂﾋﾞｾﾝﾀｰ

000003813 東海オートドアー株式会社 代表取締役 東山　佳広 岐阜県岐阜市茜部菱野１丁目４８ ﾄｳｶｲｵｰﾄﾄﾞｱｰ

000003253 東海鋼管株式会社　岐阜営業所 所長 三俣　康夫 岐阜県岐阜市東興町４０番地 ﾄｳｶｲｺｳｶﾝ

000003551 東海鑿泉株式会社　名古屋支社 支社長 石原　桂二 愛知県名古屋市中川区供米田２丁目４０８番地 ﾄｳｶｲｻｸｾﾝ

000034561 有限会社東海浄水工業太田組 取締役 太田　雅司 岐阜県羽島市正木町森５－１８ ﾄｳｶｲｼﾞﾖｳｽｲｺｳｷﾞﾖｳｵｵﾀｸﾞﾐ

000011168 株式会社東海電工社 代表取締役 伊藤　忠人 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目６ー２５ ﾄｳｶｲﾃﾞﾝｺｳｼﾔ

000003535 東海道路株式会社 代表取締役 木戸　邦毅 岐阜県中津川市駒場字後洞１４５７番地の１３ ﾄｳｶｲﾄﾞｳﾛ
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000003204 東海塗装株式会社　名古屋支店 支店長 原　基道 愛知県名古屋市千種区内山３丁目１８番１０号 ﾄｳｶｲﾄｿｳ

000001312 株式会社東海フェンス 代表取締役 西川　満 各務原市鵜沼各務原町５丁目１６番地 ﾄｳｶｲﾌｴﾝｽ

000001295 東海ペイント株式会社 代表取締役 河村　俊治 岐阜県岐阜市織田塚町１丁目９番地６ ﾄｳｶｲﾍﾟｲﾝﾄ

000001339 株式会社東海遊具製作所 代表取締役 中嶋　一平 各務原市山脇町３丁目２番地 ﾄｳｶｲﾕｳｸﾞｾｲｻｸｼﾖ

000000438 東海リース株式会社　名古屋支店 支店長 滝川　敬之 愛知県名古屋市中区栄３丁目３２番２０号 ﾄｳｶｲﾘｰｽ

000003164 東急建設株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 佐藤　順一 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目２２番２４号 ﾄｳｷﾕｳｹﾝｾﾂ

000001087 東京計器株式会社　名古屋営業所 所長 北條　浩由 愛知県名古屋市中区錦１丁目２０番１９号 ﾄｳｷﾖｳｹｲｷ

000024282 東京索道株式会社 取締役社長 小林　哲男 東京都千代田区内神田１－４ー２ ﾄｳｷﾖｳｻｸﾄﾞｳ

000000726 道家工業株式会社 代表取締役 道家　忠広 岐阜県岐阜市茜部辰新１ー８８ー１ ﾄﾞｳｹｺｳｷﾞﾖｳ

000014240 東興産業株式会社　兵庫営業所 所長 樫谷　義信 兵庫県三木市別所町東這田７２１－２９０ ﾄｳｺｳｻﾝｷﾞﾖｳ

000003745 東興ジオテック株式会社　岐阜営業所 所長 松日比　政弘 岐阜県多治見市前畑町４丁目１４番地 ﾄｳｺｳｼﾞｵﾃﾂｸ

000026810 株式会社東光高岳　中部支社 支社長 宮戸　宏明 愛知県名古屋市中区錦２丁目３番４号 ﾄｳｺｳﾀｶｵｶ

000003679 東光電気工事株式会社　岐阜営業所 所長 伊東　健一 岐阜県土岐市下石町字脇之田１８９３－１１ ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000000114 株式会社東光電工社 代表取締役 奥村　彰規 岐阜県岐阜市茜部菱野２－１１３－１ ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｺｳｼﾔ

000032002 東３冷凍機株式会社 代表取締役 小松　生忠 愛知県名古屋市中村区亀島２丁目１２番地１２号 ﾄｳｻﾝﾚｲﾄｳｷ

000000416 東芝インフラシステムズ株式会社　中部支社 統括責任者 横田　昭 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３ ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ

000000441 東芝エレベータ株式会社　中部支社 支社長 高橋　厚博 愛知県名古屋市中村区名駅４－８－１８ ﾄｳｼﾊﾞｴﾚﾍﾞｰﾀ

000023702 東芝通信インフラシステムズ株式会社　中部営業所 所長
ヨシオカ　ヨシナ
リ

愛知県名古屋市西区名西２丁目３３番１０号 ﾄｳｼﾊﾞﾂｳｼﾝｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ

000003362 東芝ライテック株式会社　中部営業所 所長 本堂　武志 愛知県名古屋市西区名西二丁目３３番１０号 ﾄｳｼﾊﾞﾗｲﾃﾂｸ

000019141 東島工業株式会社 代表取締役 東島　信也 岐阜県本巣郡北方町高屋条里２－９３ ﾄｳｼﾞﾏｺｳｷﾞﾖｳ

000003829 東濃建物管理株式会社 代表取締役 前田　裕三 岐阜県可児市広見２丁目５７番地 ﾄｳﾉｳﾀﾃﾓﾉｶﾝﾘ

000010823 協同組合東濃ひのきの家 代表理事 中島　紀干 岐阜県中津川市加子母２３０１ ﾄｳﾉｳﾋﾉｷﾉｲｴ

000032756 東菱電子株式会社 代表取締役 篭橋　美久 愛知県名古屋市中区松原１－１４－６ ﾄｳﾋﾞｼﾃﾞﾝｼ

000018603 東邦瓦斯株式会社　岐阜営業部 部長 柴田　芳明 岐阜県岐阜市加納坂井町２番地 ﾄｳﾎｳｶﾞｽ

000013126 東邦ガステクノ株式会社 代表取締役 加藤　孝治 愛知県名古屋市昭和区福江３－７－７ ﾄｳﾎｳｶﾞｽﾃｸﾉ
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000001328 東邦地水株式会社　岐阜営業所 所長 山本　幹登 岐阜県岐阜市西荘４－１９－１１－１０７ ﾄｳﾎｳﾁｽｲ

000001177 東朋テクノロジー株式会社 代表取締役 富田　英之 愛知県名古屋市中区栄３丁目１０番２２号 ﾄｳﾎｳﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

000010833 株式会社東洋技研 代表取締役 坪井　孝雄 愛知県名古屋市瑞穂区下坂町３－５０ー８ ﾄｳﾖｳｷﾞｹﾝ

000003271 東洋建設株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 小玉　友彦 愛知県名古屋市中区錦２丁目１２番１４号 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ

000027184 東洋産業株式会社　名古屋営業所 営業所長 藤田　高広 愛知県名古屋市中村区名駅５－２３－１７ ﾄｳﾖｳｻﾝｷﾞﾖｳ

000011465 東洋電機製造株式会社　名古屋支社 支社長 小島　和正 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３ ﾄｳﾖｳﾃﾞﾝｷｾｲｿﾞｳ

000003712 東洋熱工業株式会社　名古屋支店 支店長 野村　正志 愛知県名古屋市中村区太閤５丁目５番１号 ﾄｳﾖｳﾈﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000016249 東レ建設株式会社　岐阜営業所 所長 塚本　健司 岐阜県安八郡神戸町大字安次９００－１ ﾄｳﾚｹﾝｾﾂ

000011965 東和スポーツ施設株式会社 代表取締役 川谷　真輝 京都府京都市左京区北白川下池田町７９番地１ ﾄｳﾜｽﾎﾟｰﾂｼｾﾂ

000003596 東和電気株式会社 代表取締役 山崎　富雄 岐阜県大垣市世安町２丁目１１７番地１ ﾄｳﾜﾃﾞﾝｷ

000003424 東和電気工事株式会社 取締役社長 吉永　栄一 愛知県名古屋市中村区千成通１丁目２２番地 ﾄｳﾜﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000000833 株式会社東和電子システム 代表取締役 東倉　和賢 各務原市蘇原新栄町１－２６－５ ﾄｳﾜﾃﾞﾝｼｼｽﾃﾑ

000003671 株式会社トーエネック　岐阜支店 執行役員支店長 宗宮　弘幸 岐阜県岐阜市茜部中島３丁目１０番地 ﾄｰｴﾈﾂｸ

000000334 株式会社トータルメディア開発研究所 代表取締役 山村　健一郎 東京都千代田区紀尾井町３番２３号 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｲｱｶｲﾊﾂｹﾝｷﾕｳｼﾖ

000000734 トーテックアメニティ株式会社　岐阜事業所 所長 大橋　卓也 岐阜県岐阜市吉野町６－６ ﾄｰﾃﾂｸｱﾒﾆﾃｲ

000003560 株式会社トーノーセキュリティ 代表取締役 愛知　直人 岐阜県多治見市上野町５丁目３８番地の１ ﾄｰﾉｰｾｷﾕﾘﾃｲ

000004025 株式会社トーブ 代表取締役 星野　成人 愛知県名古屋市西区あし原町８６番地 ﾄｰﾌﾞ

000003722 株式会社トオヤマ 代表取締役
トオヤマ　シゲノ
リ

岐阜県岐阜市笹土居町２７ ﾄｵﾔﾏ

000000542 トーヨ株式会社　川島支店 取締役支店長 杉山　浩 各務原市川島松原町１３８０－５ ﾄｰﾖ

000000598 株式会社トーヨー 代表取締役 大脇　俊明 岐阜県瑞穂市野田新田３８８０ ﾄｰﾖｰ

000044510 有限会社トーヨー産業 代表取締役 亀山　大輔 岐阜県岐阜市芥見５－２１７－５ ﾄｰﾖｰｻﾝｷﾞﾖｳ

000000880 株式会社東利　岐阜支店 支店長 安田　康孝 岐阜県海津市南濃町山崎９６５番地２ ﾄｰﾘ

000003719 株式会社トーワ工業 代表取締役 森　茂雄 岐阜県羽島市舟橋町出須賀２ー７８ ﾄｰﾜｺｳｷﾞﾖｳ

000018519 常盤工業株式会社　中部支店 執行役員支店長 原田　雅士 愛知県名古屋市天白区植田３丁目１５０４番地 ﾄｷﾜｺｳｷﾞﾖｳ

000003713 徳倉建設株式会社　岐阜営業所 所長 大鋸　敏男 岐阜県土岐市泉東窯町４丁目６１番地 ﾄｸﾗｹﾝｾﾂ
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000003086 株式会社所組 代表取締役社長 所　克仁 岐阜県本巣市根尾板所２５９－１ ﾄｺﾛｸﾞﾐ

000021506 所産業株式会社 代表取締役 春日　将志 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田１８２１－３ ﾄｺﾛｻﾝｷﾞﾖｳ

000003183 株式会社都市整備 代表取締役 長谷　恵俊 愛知県名古屋市西区則武新町４丁目４番６号 ﾄｼｾｲﾋﾞ

000000470 戸島工業株式会社 代表取締役 荒川　晶一 岐阜県岐阜市本郷町５丁目１６番地 ﾄｼﾞﾏｺｳｷﾞﾖｳ

000025786 戸大建設工業株式会社 代表取締役 松尾　仁志 神奈川県座間市さがみ野２丁目５番２２号 ﾄﾀﾞｲｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000003328 戸田建設株式会社　岐阜営業所 所長 江上　康高 岐阜県岐阜市加納本町７丁目３５番地１ ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ

000031991 トバナ産業株式会社 代表取締役 大森　敏夫 岐阜県羽島市堀津町２３４５ ﾄﾊﾞﾅｻﾝｷﾞﾖｳ

000003081 飛島建設株式会社　岐阜営業所 所長 藤本　英哲 岐阜県岐阜市金町８丁目２６ ﾄﾋﾞｼﾏｹﾝｾﾂ

000010821 株式会社巴コーポレーション　名古屋支店 支店長 中村　龍弘 愛知県名古屋市名東区一社３ー９６ ﾄﾓｴｺｰﾎﾟﾚｰｼﾖﾝ

000003539 巴産業株式会社 代表取締役 長尾　佳春 岐阜県岐阜市大池町３番地の１ ﾄﾓｴｻﾝｷﾞﾖｳ

000002161 株式会社巴商会　名古屋支店 支店長 立藏　実 愛知県名古屋市西区名駅３ー６ー２０ ﾄﾓｴｼﾖｳｶｲ

000001288 株式会社巴ルーフィング 代表取締役 榎本　克巳 岐阜県岐阜市鷺山東１丁目４番１８号 ﾄﾓｴﾙｰﾌｲﾝｸﾞ

000021124 トライアン株式会社　名古屋営業所 所長 岡澤　太郎 愛知県名古屋市中区松原２丁目２番３３号 ﾄﾗｲｱﾝ

000032357 トラスト電工株式会社 代表取締役 藤川　敬太 岐阜県加茂郡富加町羽生１４８８番地１ ﾄﾗｽﾄﾃﾞﾝｺｳ

000003397 ドリコ株式会社　名古屋支店 支店長 登家　一幸 愛知県名古屋市中区錦１丁目４番１６号 ﾄﾞﾘｺ

000004033 株式会社酉島製作所　名古屋支店 支店長 谷川　彰敏 愛知県名古屋市中区栄２丁目８番１２号 ﾄﾘｼﾏｾｲｻｸｼﾖ

000003346 内藤建設株式会社 代表取締役 内藤　宙 岐阜県岐阜市六条南３丁目１０番１０号 ﾅｲﾄｳｹﾝｾﾂ

000001326 内藤電機株式会社 代表取締役 内藤　繁廣 岐阜県岐阜市都通２丁目１６番地 ﾅｲﾄｳﾃﾞﾝｷ

000000099 株式会社内藤ハウス　名古屋支店 支店長 海川　敬一 愛知県名古屋市千種区仲田２ー１５ー８ ﾅｲﾄｳﾊｳｽ

000001174 永井建設株式会社 代表取締役 梅田　克彦 岐阜県岐阜市向陽町２６番地 ﾅｶﾞｲｹﾝｾﾂ

000003667 有限会社長尾造園 代表取締役 長尾　純夫 岐阜県多治見市赤坂町３丁目６０番地 ﾅｶﾞｵｿﾞｳｴﾝ

000033945 株式会社永賢組 代表取締役 永草　孝憲 愛知県春日井市堀ノ内町４丁目１番地２０ ﾅｶﾞｹﾝｸﾞﾐ

000003295 株式会社ナカジマ 代表取締役 中島　生益 岐阜県羽島郡笠松町門間山向６５０番地 ﾅｶｼﾞﾏ

000003623 株式会社中島工務店 代表取締役 中島　紀干 岐阜県中津川市加子母１００５ ﾅｶｼﾏｺｳﾑﾃﾝ

000032600 株式会社中田エンジン　浜松工場 浜松工場長 臼井　敏郎 静岡県浜松市中区高丘西２丁目１番１６号 ﾅｶﾀｴﾝｼﾞﾝ
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000001228 株式会社永田組 代表取締役 田中　義一 各務原市川島笠田町３１０ ﾅｶﾞﾀｸﾞﾐ

000001189 株式会社中田造園 代表取締役 中田　修一 各務原市蘇原東島町２丁目１３６－２ ﾅｶﾀｿﾞｳｴﾝ

000011169 株式会社中田電気工事 代表取締役 中田　学 岐阜県高山市岡本町２－１７２－３ ﾅｶﾀﾞﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000001149 長縄産業株式会社 代表取締役 長縄　敬二 各務原市各務おがせ町７丁目３５番地 ﾅｶﾞﾅﾜｻﾝｷﾞﾖｳ

000000575 株式会社中西製作所　岐阜営業所 所長 髙木　浩太 岐阜県岐阜市六条江東１丁目１番３号 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼﾖ

000012419 中日本技建株式会社 代表取締役 平光　哲也 岐阜県岐阜市水海道２－５－１８ ﾅｶﾆﾎﾝｷﾞｹﾝ

000000666 中日本産業株式会社 代表取締役 加藤　称一 岐阜県岐阜市薮田南５－１３－４ ﾅｶﾆﾎﾝｻﾝｷﾞﾖｳ

000001215 中日本商事株式会社 代表取締役 川合　麻美 岐阜県大垣市新長沢町３丁目３番地２ ﾅｶﾆﾎﾝｼﾖｳｼﾞ

000003669 株式会社中日本ペイント 代表取締役 小木曽　彰次 岐阜県岐阜市鏡島南３丁目２番６４号 ﾅｶﾆﾎﾝﾍﾟｲﾝﾄ

000001183 中日本防水株式会社 代表取締役 田中　祥則 岐阜県岐阜市太郎丸野田１３０番地 ﾅｶﾆﾎﾝﾎﾞｳｽｲ

000003373 株式会社中日本ランドスケープ 代表取締役 土屋　雅裕 岐阜県瑞穂市十九条２６１番地 ﾅｶﾆﾎﾝﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ

000003505 株式会社長沼水道工業所 代表取締役 長沼　岳史 岐阜県関市宝山町６２ ﾅｶﾞﾇﾏｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞﾖｳｼﾖ

000003027 長野電気工事株式会社 代表取締役 長野　鉄司 岐阜県岐阜市宇佐東町５番５－１０１号 ﾅｶﾞﾉﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000041429 株式会社中村組　名古屋支店 支店長 山下　真臣 愛知県名古屋市中区金山２－１４－１８ ﾅｶﾑﾗｸﾞﾐ

000003613 株式会社中村工業 代表取締役 中村　武弘 愛知県一宮市時之島字吹上２３ー２ ﾅｶﾑﾗｺｳｷﾞﾖｳ

000034426 株式会社中村製作所 代表取締役 櫻田　正明 千葉県松戸市小山５１０ ﾅｶﾑﾗｾｲｻｸｼﾖ

000001034 株式会社長森花木センター 代表取締役 平光　哲直 岐阜県岐阜市水海道５－３ー１ ﾅｶﾞﾓﾘｶﾎﾞｸｾﾝﾀｰ

000034787 株式会社中屋 代表取締役 中村　光治 岐阜県安八郡神戸町大字神戸４５１ ﾅｶﾔ

000039500 株式会社中山電工 代表取締役 中山　清文 岐阜県岐阜市宇佐東町２－２２ ﾅｶﾔﾏﾃﾞﾝｺｳ

000001235 長良工業株式会社 代表取締役 柳原　望成 岐阜県岐阜市柳津町下佐波八丁目４６番地 ﾅｶﾞﾗｺｳｷﾞﾖｳ

000003474 長良電業株式会社 代表取締役 小林　知成 岐阜県大垣市島町１４６番地３ ﾅｶﾞﾗﾃﾞﾝｷﾞﾖｳ

000008053 株式会社ナガワ　名古屋支店 支店長 伊藤　慎吾 愛知県名古屋市中区錦３丁目４番地６号 ﾅｶﾞﾜ

000003507 名古屋黒板株式会社 代表取締役 田中　康裕 愛知県名古屋市北区田幡２－１４－８ ﾅｺﾞﾔｺｸﾊﾞﾝ

000001262 名古屋水交株式会社 代表取締役 西井　康翁 愛知県名古屋市西区則武新町４丁目１番４５号 ﾅｺﾞﾔｽｲｺｳ

000023701 名古屋築炉工業株式会社 代表取締役 高橋　春生 愛知県名古屋市守山区小幡太田１０－２８ ﾅｺﾞﾔﾁｸﾛｺｳｷﾞﾖｳ
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000003070 名古屋通信工業株式会社 代表取締役 清水　源治 愛知県名古屋市中村区太閤１丁目２番１３号 ﾅｺﾞﾔﾂｳｼﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000001286 ナゴヤプラント株式会社 代表取締役 寺嶋　秀司 愛知県名古屋市東区葵３丁目２５番１号 ﾅｺﾞﾔﾌﾟﾗﾝﾄ

000003359 ナゴヤホカンファシリティーズ株式会社 代表取締役 三口　大登 愛知県名古屋市北区長田町２－１７ ﾅｺﾞﾔﾎｶﾝﾌｱｼﾘﾃｲｰｽﾞ

000019142 有限会社名里興業 代表取締役 名里　貴志 岐阜県多治見市大原町１丁目５７の１ ﾅｻﾞﾄｺｳｷﾞﾖｳ

000000790 ナブコドア株式会社　岐阜営業所 所長 上川　裕充 岐阜県岐阜市柳森町２ー９ ﾅﾌﾞｺﾄﾞｱ

000003267 南谷工業株式会社 代表取締役 南谷　明男 岐阜県羽島市小熊町２丁目２６０番地 ﾅﾝﾔｺｳｷﾞﾖｳ

000003450 二幸エンジニアリング株式会社 代表取締役 西口　明宏 岐阜県岐阜市須賀４丁目８番２０号 ﾆｺｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000012443 株式会社西澤工務店 代表取締役 西澤　政男 滋賀県彦根市鳥居本町１９８０番地の２ ﾆｼｻﾞﾜｺｳﾑﾃﾝ

000000611 西日本電信電話株式会社　岐阜支店 支店長 児玉　美奈子 岐阜県岐阜市梅ケ枝町２丁目３１番地 ﾆｼﾆﾎﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ

000003065 株式会社ニシノ 代表取締役 安江　孝文 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東５７３９番地 ﾆｼﾉ

000003978 株式会社西原衛生工業所　名古屋支店 執行役員支店長 梅田　泰宏 愛知県名古屋市東区葵３丁目２２番８号 ﾆｼﾊﾗｴｲｾｲｺｳｷﾞﾖｳｼﾖ

000010790 株式会社西原環境　中部支店 支店長 熊谷　眞純 愛知県名古屋市東区葵３丁目１５番３１号 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷﾖｳ

000001246 西松建設株式会社　中部支店 執行役員支店長 白石　明 愛知県名古屋市東区泉２丁目２７番１４号 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ

000003537 株式会社西村組 代表取締役 西村　正一 岐阜県関市豊岡町４丁目３番５号 ﾆｼﾑﾗｸﾞﾐ

000011467 西山電気株式会社　名古屋支店 支店長 長谷川　雅彦 愛知県名古屋市中村区本陣通３ー３３ ﾆｼﾔﾏﾃﾞﾝｷ

000033837 株式会社日天 代表取締役 天川　和洋 岐阜県岐阜市旦島中町１－３９－１ ﾆﾁﾃﾝ

000003191 日管株式会社　名古屋支店 支店長 畔柳　健一 愛知県名古屋市東区泉２－２６－１０ ﾆﾂｶﾝ

000001237 日建工業株式会社 代表取締役社長 今治　一雄 岐阜県岐阜市今町４丁目２３番地 ﾆﾂｹﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000001315 日鋼建設株式会社 代表取締役 笠井　真司 各務原市那加桐野町３－２１ー２ ﾆﾂｺｳｹﾝｾﾂ

000001325 株式会社日さく　西日本支社 執行役員支社長 坂本　博之
愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字東尼ヶ塚１１７番地
の２

ﾆﾂｻｸ

000000254 株式会社日写 代表取締役 伊藤　宏幸 岐阜県岐阜市早田本町３丁目６２番地 ﾆﾂｼﾔ

000008151 日清建工株式会社 代表取締役 髙木　博子 愛知県春日井市大手田酉町１丁目３番地の９ ﾆﾂｼﾝｹﾝｺｳ

000003211 株式会社日進建設 代表取締役 田口　正 岐阜県美濃加茂市下米田町為岡８８番地 ﾆﾂｼﾝｹﾝｾﾂ

000022443 日新電通技研株式会社 取締役社長 柴山　裕孝 愛知県名古屋市中区栄３－２５－１６ ﾆﾂｼﾝﾃﾞﾝﾂｳｷﾞｹﾝ

000004794 日成ビルド工業株式会社　名古屋支店 支店長 松井　宣祥 愛知県名古屋市中村区名駅南２－１０－２２ ﾆﾂｾｲﾋﾞﾙﾄﾞｺｳｷﾞﾖｳ



令和４年度各務原市競争入札参加者名簿（建設工事） 令和４年１１月１日現在

資格者番号 業者商号名称 業者代表者役職名 業者代表者氏名 登録業者所在地 業者カナ名称

000012415 有限会社新田建設 代表取締役 新田　久 岐阜県加茂郡東白川村神土４５４８－５ ﾆﾂﾀｹﾝｾﾂ

000003361 ニッタン株式会社　中部支社 支社長 田代　孝一郎 愛知県名古屋市中区栄１ー２４ー１５ ﾆﾂﾀﾝ

000001023 株式会社日展　名古屋支店 支店長 西嶋　俊章 愛知県名古屋市中村区熊野町２丁目２２番地の１ ﾆﾂﾃﾝ

000003536 日東河川工業株式会社　東海営業所 所長 本多　利光 愛知県名古屋市中川区中島新町３丁目３０３番地 ﾆﾂﾄｳｶｾﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000000194 日東工営株式会社　名古屋支店 支店長 山口　真弘 愛知県名古屋市中村区名駅４－２－１１ ﾆﾂﾄｳｺｳｴｲ

000001173 日東工業株式会社 代表取締役 南谷　茂伸 岐阜県羽島市堀津町３８２番地 ﾆﾂﾄｳｺｳｷﾞﾖｳ

000004009 日特建設株式会社　岐阜営業所 所長 熊木　敏夫 岐阜県岐阜市六条南３丁目６番４号 ﾆﾂﾄｸｹﾝｾﾂ

000003702 株式会社日発電工 代表取締役 加藤　正和 岐阜県関市山田１０６２番地の４ ﾆﾂﾊﾟﾂﾃﾞﾝｺｳ

000033914 日本エコシステム株式会社 代表取締役 松島　穣 愛知県一宮市本町２－２－１１ ﾆﾎﾝｴｺｼｽﾃﾑ

000004022 日本エレベーター製造株式会社　名古屋営業所 所長 舟橋　雅至 愛知県名古屋市中村区十王町２ー１ ﾆﾎﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｾｲｿﾞｳ

000003641 日本エンヂニヤ株式会社　岐阜営業所 所長 羽根　都弘 岐阜県高山市清見町三日町５５２番地３ ﾆﾎﾝｴﾝﾁﾞﾆﾔ

000000921 日本オーチス・エレベータ株式会社　中部支店 支店長 刀祢　友祐 愛知県名古屋市東区泉１丁目２３番３０号 ﾆﾎﾝｵｰﾁｽｴﾚﾍﾞｰﾀ

000003395 日本街路灯製造株式会社 代表取締役 後藤　潤一郎 愛知県名古屋市熱田区五本松町１番８号 ﾆﾎﾝｶﾞｲﾛﾄｳｾｲｿﾞｳ

000016759 株式会社日本管財環境サービス　東海支店 支店長 本坊　浩文 東京都千代田区神田東松下町２７番地 ﾆﾎﾝｶﾝｻﾞｲｶﾝｷﾖｳｻｰﾋﾞｽ

000003817 日本ギア工業株式会社　名古屋事業所 所長 吉田　一宏 愛知県名古屋市緑区大高町一番割６―１ ﾆﾎﾝｷﾞｱｺｳｷﾞﾖｳ

000003716 日本橋梁株式会社　名古屋営業所 所長 鹿島　龍太郎 愛知県名古屋市中区栄２丁目３番６号 ﾆﾎﾝｷﾖｳﾘﾖｳ

000034667 日本空調サービス株式会社　岐阜支店 支店長 篠田　寿一 岐阜県岐阜市石長町５丁目３番地 ﾆﾎﾝｸｳﾁﾖｳｻｰﾋﾞｽ

000017073 日本クリーナーサービス株式会社 代表取締役 林　克実 愛知県名古屋市中村区猪之越町１－１ー１０ ﾆﾎﾝｸﾘｰﾅｰｻｰﾋﾞｽ

000000653 日本原料株式会社　関西支店 支店長 瀬田　和俊 大阪府大阪市中央区内本町１丁目３番５号 ﾆﾎﾝｹﾞﾝﾘﾖｳ

000024281 日本高圧コンクリート株式会社　ＰＣ事業部名古屋営業所 所長 谷　英樹 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目６番２７号 ﾆﾎﾝｺｳｱﾂｺﾝｸﾘｰﾄ

000003024 日本国土開発株式会社　名古屋支店 支店長 松本　英孝 愛知県名古屋市東区白壁１丁目４５番地 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ

000003367 日本コムシス株式会社　東海支店 支店長 土井内　裕章 愛知県名古屋市中区栄二丁目１０番１号 ﾆﾎﾝｺﾑｼｽ

000031167 日本ジッコウ株式会社 代表取締役 佐藤　武司 兵庫県神戸市西区南別府１―１４―６ ﾆﾎﾝｼﾞﾂｺｳ

000003379
日本車輌製造株式会社　輸機・インフラ本部営業第二部名
古屋営業グループ

グループ長 保坂　治 愛知県名古屋市熱田区三本松町１番１号 ﾆﾎﾝｼﾔﾘﾖｳｾｲｿﾞｳ

000030173 株式会社日本シューター 代表取締役 石山　敏彦 東京都千代田区神田駿河台２－９ ﾆﾎﾝｼﾕｰﾀｰ
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000008055 日本ソフト開発株式会社 代表取締役社長 蒲生　仙治 滋賀県米原市米原西２３番地 ﾆﾎﾝｿﾌﾄｶｲﾊﾂ

000010077 日本体育施設株式会社　中部営業所 所長 米持　雄治 愛知県名古屋市昭和区御器所通１丁目１８ ﾆﾎﾝﾀｲｲｸｼｾﾂ

000037597 日本調理機株式会社　中部支店 支店長 小林　正高 愛知県名古屋市名東区野間町２５－１ ﾆﾎﾝﾁﾖｳﾘｷ

000035485 株式会社ニホンディスプレイ 代表取締役 坂　康臣 愛知県大府市横根町名高山１５番地の３ ﾆﾎﾝﾃﾞｲｽﾌﾟﾚｲ

000000426 日本電技株式会社　名古屋支店 支店長 森　光輝 愛知県名古屋市中区伊勢山２丁目１１番３３号 ﾆﾎﾝﾃﾞﾝｷﾞ

000003736 日本電設工業株式会社　中部支店 支店長 橋本　勉 愛知県名古屋市中村区本陣通２丁目２９番地 ﾆﾎﾝﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000001322 日本ドライケミカル株式会社　名古屋支店 支店長 紀伊　通陽 愛知県名古屋市中区栄１丁目１６番６号 ﾆﾎﾝﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙ

000003404 日本ハイウェイ・サービス株式会社　岐阜営業所 所長 長屋　英明 岐阜県羽島郡岐南町徳田西４－８２ ﾆﾎﾝﾊｲｳｴｲｻｰﾋﾞｽ

000003342 株式会社日本ピーエス　中部支店 執行役員支店長 金田　浩一 愛知県名古屋市中村区名駅２－３８－２ ﾆﾎﾝﾋﾟｰｴｽ

000014576 日本ヒューム株式会社　東海支社 支社長 田邉　裕晶 愛知県名古屋市中区新栄２－１９ー６ ﾆﾎﾝﾋﾕｰﾑ

000007851 日本ファイリング株式会社　名古屋支店 支店長 澤見　年泰 愛知県名古屋市中村区名駅南２－１４ー１９ ﾆﾎﾝﾌｱｲﾘﾝｸﾞ

000003593 日本ファシリオ株式会社　岐阜営業所 所長 渡邊　毅 岐阜県岐阜市茜部中島２丁目６９番地 ﾆﾎﾝﾌｱｼﾘｵ

000003380 日本ファブテック株式会社　名古屋営業所 所長 鈴木　達也 愛知県名古屋市中区栄４－６－１５ ﾆﾎﾝﾌｱﾌﾞﾃﾂｸ

000003476 日本フィールドシステム株式会社　中部支店 支店長 中村　康史 愛知県名古屋市名東区藤森２ー１８ ﾆﾎﾝﾌｲｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ

000003318 日本防水株式会社 代表取締役 坂井　悟 岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋１８７９－１ ﾆﾎﾝﾎﾞｳｽｲ

000037027 日本水機工株式会社 代表取締役 綾城　光男 岐阜県岐阜市六条江東２－８－８ ﾆﾎﾝﾐｽﾞｷｺｳ

000003400 日本無線株式会社　岐阜営業所 所長 田口　浩雅 岐阜県岐阜市金町６－４ ﾆﾎﾝﾑｾﾝ

000008181 株式会社日本メカトロニクス 代表取締役 北村　博人 愛知県名古屋市中川区八熊２－１－１１ ﾆﾎﾝﾒｶﾄﾛﾆｸｽ

000003363 日本リーテック株式会社　岐阜営業所 所長 江間　孝佳 岐阜県岐阜市須賀２丁目６番１６号 ﾆﾎﾝﾘｰﾃﾂｸ

000000731 日本理化工業株式会社 代表取締役 光本　翼 愛知県名古屋市千種区千種３丁目２０番２０号 ﾆﾎﾝﾘｶｺｳｷﾞﾖｳ

000019149 日本リフト工業株式会社 代表取締役 麦井　映時 愛知県名古屋市昭和区福江３丁目４番２８号 ﾆﾎﾝﾘﾌﾄｺｳｷﾞﾖｳ

000003307 丹羽水道株式会社 代表取締役 丹羽　和幸 岐阜県岐阜市岩田東３丁目１４７番地 ﾆﾜｽｲﾄﾞｳ

000001303 株式会社庭萬 代表取締役社長 稲垣　和美 岐阜県可児市羽崎１４７番地の１ ﾆﾜﾏﾝ

000003746 有限会社庭光造園 代表取締役 日比野　満紀 岐阜県多治見市喜多町３丁目１３番地 ﾆﾜﾐﾂｿﾞｳｴﾝ

000003223 株式会社庭勇 代表取締役 小池　高寛 岐阜県多治見市喜多町１ー６９ ﾆﾜﾕｳ
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000000498 有限会社根尾開発　岐阜支店 取締役支店長 和田　政道 岐阜県岐阜市宇佐南３丁目１番１８号 ﾈｵｶｲﾊﾂ

000030702 ＮＥＳ株式会社 代表取締役 成川　和彦 富山県富山市五福末広町１０３３ ﾈｽ

000021045 ネットワンシステムズ株式会社　中部支社 支社長 松本　陽一 愛知県名古屋市中区錦１－１１－１１ ﾈﾂﾄﾜﾝｼｽﾃﾑｽﾞ

000003039 根本工業株式会社 代表取締役 根本　和彦 愛知県名古屋市昭和区小坂町２丁目１３番地 ﾈﾓﾄｺｳｷﾞﾖｳ

000003547 株式会社ノア　大垣支店 支店長 梅田　奈緒子 岐阜県大垣市新田町１ー９ー１ ﾉｱ

000003647 株式会社乃一 代表取締役 乃一　剛英 愛知県名古屋市昭和区円上町１－１ ﾉｲﾁ

000000706 濃尾電機株式会社 代表取締役 中島　浩貴 岐阜県岐阜市宇佐南２丁目３番８号 ﾉｳﾋﾞﾃﾞﾝｷ

000036289 能美防災株式会社　中部支社 支社長 荒川　徳之 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目２４番３０号 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ

000003489 有限会社ノーヒデンキ 代表取締役 山本　哲也 岐阜県郡上市大和町剣３２１－１ ﾉｰﾋﾃﾞﾝｷ

000010826 野里電気工業株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 若杉　武人 愛知県名古屋市天白区野並１丁目１１５番 ﾉｻﾞﾄﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞﾖｳ

000003733 株式会社野田建設 代表取締役 野田　康彦 岐阜県関市緑ヶ丘２丁目５番７８号 ﾉﾀﾞｹﾝｾﾂ

000003121 株式会社ノバック　名古屋支店 支店長 内匠　光男 愛知県名古屋市中区錦３丁目５番２７号 ﾉﾊﾞﾂｸ

000025799 株式会社野原電建 代表取締役 大石　清貴 岐阜県岐阜市西河渡３丁目４６番地１ ﾉﾊﾗﾃﾞﾝｹﾝ

000001156 株式会社ノボック工業 代表取締役 野呂　政徳 各務原市鵜沼三ツ池町四丁目２４５番地１ ﾉﾎﾞﾂｸｺｳｷﾞﾖｳ

000003035 株式会社乃村工藝社
代表取締役社長執
行役員

榎本　修次 東京都港区台場２丁目３番４号 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼﾔ

000043318 パインテール株式会社 代表取締役 松尾　直樹 岐阜県岐阜市田神９番地１０ ﾊﾟｲﾝﾃｰﾙ

000018220 株式会社バウハウス丸栄 取締役社長 三ヶ尻　大介 岐阜県羽島郡岐南町上印食５丁目８２番地 ﾊﾞｳﾊｳｽﾏﾙｴｲ

000028839 白山建設株式会社 代表取締役 杉山　智啓 岐阜県揖斐郡大野町大字稲富９８３－３ ﾊｸｻﾝｹﾝｾﾂ

000030577 株式会社博電舎 代表取締役 谷井　一博 大阪府大阪市福島区海老江８ー９ー９ ﾊｸﾃﾞﾝｼﾔ

000000364 株式会社橋本 代表取締役 橋本　賢一郎 岐阜県岐阜市徹明通５丁目１５番地の２ ﾊｼﾓﾄ

000003332 株式会社橋本 代表取締役 橋本　佳幸 各務原市那加大東町６１番地の２ ﾊｼﾓﾄ

000003676 橋本工業株式会社 代表取締役 白木　信章 岐阜県飛騨市古川町杉崎３６２番地１ ﾊｼﾓﾄｺｳｷﾞﾖｳ

000008137 株式会社橋本ターフ・コントロール 代表取締役 橋本　祐二 岐阜県大垣市東町１丁目１７２番地 ﾊｼﾓﾄﾀｰﾌｺﾝﾄﾛｰﾙ

000014568 株式会社ハシモト電気 代表取締役 橋本　安司 岐阜県不破郡垂井町東神田２－８８ ﾊｼﾓﾄﾃﾞﾝｷ

000003673 長谷川体育施設株式会社　岐阜営業所 所長 鬼頭　直人 岐阜県岐阜市清７５５ ﾊｾｶﾞﾜﾀｲｲｸｼｾﾂ
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000015757 株式会社長谷川通信工業 代表取締役 長谷川　修 岐阜県関市平成通２－１－３５ ﾊｾｶﾞﾜﾂｳｼﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000003394 株式会社八幡建設 代表取締役 小板　隆夫 岐阜県郡上市八幡町小野７９番地の２ ﾊﾁﾏﾝｹﾝｾﾂ

000000301 八光興業株式会社 代表取締役 鈴木　竜二 大阪府南河内郡太子町大字山田１１１６－３６ ﾊﾂｺｳｺｳｷﾞﾖｳ

000000159 白光石油株式会社 代表取締役 橋枝　武史 岐阜県岐阜市細畑１丁目９番４号 ﾊﾂｺｳｾｷﾕ

000003464 株式会社服部組 代表取締役 服部　隆雄 岐阜県羽島市福寿町間島８丁目４５番地 ﾊﾂﾄﾘｸﾞﾐ

000025785 株式会社服部組 取締役社長 服部　善弘 愛知県名古屋市熱田区南一番町２０－３ ﾊﾂﾄﾘｸﾞﾐ

000003095 株式会社斫木村 代表取締役 木村　順一 岐阜県大垣市新田町５丁目２２番地 ﾊﾂﾘｷﾑﾗ

000000072 パナソニックＥＷエンジニアリング株式会社　中部支店 支店長 山本　総太郎 愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目７番５５号 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｲｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000000386
パナソニックコネクト株式会社　現場ソリューションカンパ
ニー中日本社

中日本社社長 細貝　邦行 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１４番１１号 ﾊﾟﾅｿﾆﾂｸｺﾈｸﾄ

000028470 パナソニック産機システムズ株式会社　中部支店 支店長 出口　雅典 愛知県名古屋市中区丸の内１ー１７ー１９ ﾊﾟﾅｿﾆﾂｸｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ

000003520 パブリックシステム株式会社 代表取締役 武藤　正幸 岐阜県郡上市八幡町初納１５４２番地１ ﾊﾟﾌﾞﾘﾂｸｼｽﾃﾑ

000012458 株式会社浜善装飾 代表取締役 虫賀　元哉 岐阜県岐阜市西野町６－１９ー３ ﾊﾏｾﾞﾝｿｳｼﾖｸ

000011463 株式会社ハマダ　名古屋営業所 所長 尾上　健 愛知県名古屋市中村区鈍池町３―１３８ ﾊﾏﾀﾞ

000033947 有限会社ハヤカワ 取締役 早川　弘泰 岐阜県羽島郡岐南町平島３丁目６４番地 ﾊﾔｶﾜ

000003228 株式会社林組 代表取締役 林　広道 岐阜県大垣市楽田町２－１６３４－１ ﾊﾔｼｸﾞﾐ

000003406 林工業株式会社 代表取締役 林　裕人 岐阜県大垣市馬場町２番地 ﾊﾔｼｺｳｷﾞﾖｳ

000004011 株式会社林工務店 代表取締役 林　俊宏 岐阜県高山市江名子町３２４６番地１１ ﾊﾔｼｺｳﾑﾃﾝ

000029021 株式会社林電機商会 代表取締役 林　浩司 岐阜県多治見市京町１－１３４ ﾊﾔｼﾃﾞﾝｷｼﾖｳｶｲ

000003124 株式会社林本建設 代表取締役 林本　圭司 愛知県江南市草井町宮東２６９番地 ﾊﾔｼﾓﾄｹﾝｾﾂ

000018241 株式会社原田鑿井設備工業所　名古屋営業所 所長 原田　美代 愛知県名古屋市東区葵１－１４－１３ ﾊﾗﾀﾞｻｸｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞﾖｳｼﾖ

000003711 株式会社原電気商会 代表取締役 平山　泰行 岐阜県中津川市中津川８３７－１５ ﾊﾗﾃﾞﾝｷｼﾖｳｶｲ

000033761 株式会社伴電気商会 代表取締役 伴　幸洋 岐阜県岐阜市加納鷹匠町３８番地 ﾊﾞﾝﾃﾞﾝｷｼﾖｳｶｲ

000003315 株式会社ピーエス三菱　名古屋支店 執行役員支店長 田原　道和 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目１７番１９号 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ

000003262 有限会社東山電気 代表取締役 大野　秀昭 岐阜県岐阜市加野６丁目３７番地３０号 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾃﾞﾝｷ

000011793 株式会社光 代表取締役 伊藤　博行 愛知県名古屋市港区砂美町１６５ ﾋｶﾘ
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000011772 久富電設株式会社 代表取締役 久富　幸司 岐阜県大垣市小野１丁目２２番地１ ﾋｻﾄﾐﾃﾞﾝｾﾂ

000002278 有限会社美酬テント商会 代表取締役 岩井　金治 各務原市三井町６－２０－１ ﾋﾞｼﾕｳﾃﾝﾄｼﾖｳｶｲ

000003688 株式会社ヒダアイテック 代表取締役 大坪　恒二 岐阜県高山市下岡本町１８８４－１ ﾋﾀﾞｱｲﾃﾂｸ

000003495 飛騨建設株式会社 代表取締役 林　誠 岐阜県高山市初田町３丁目４５番地２ ﾋﾀﾞｹﾝｾﾂ

000036287 株式会社日立インダストリアルプロダクツ　中部支店 支店長 金井　龍也 愛知県名古屋市中区栄３丁目１７番１２号 ﾋﾀﾁｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ

000001306 株式会社日立国際電気　岐阜営業所 所長 登島　庄蔵 岐阜県岐阜市薮田南一丁目５番１号 ﾋﾀﾁｺｸｻｲﾃﾞﾝｷ

000016818 株式会社日立産機システム　中部支社 支社長 森本　康 愛知県名古屋市熱田区桜田町１６番１７号 ﾋﾀﾁｻﾝｷｼｽﾃﾑ

000016244 株式会社日立システムズ　中部支社
第二営業本部本部
長

大伴　純 愛知県名古屋市中区栄１丁目２４番１５号 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ

000000843 株式会社日立製作所　中部支社 支社長 湯次　善麿 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼﾖ

000003382 日立造船株式会社　中部支社 支社長 西川　佳成 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目２４番３０号 ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝ

000042123 株式会社日立ビルシステム　中部支社 支社長 井藤　研晋 愛知県名古屋市中区栄三丁目１７番１２号 ﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ

000003701 株式会社日立プラントサービス　中部支店 支店長 小西　伸幸 愛知県名古屋市中区栄３丁目１７番１５号 ﾋﾀﾁﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ

000020941 株式会社日立プラントメカニクス　中部支店 支店長 駒原　靖朗 愛知県名古屋市中区金山１－１２－１４ ﾋﾀﾁﾌﾟﾗﾝﾄﾒｶﾆｸｽ

000018224 ひだ緑化土木株式会社 代表取締役 米田　篤司 岐阜県高山市岡本町２丁目２０６番地４ ﾋﾀﾞﾘﾖﾂｶﾄﾞﾎﾞｸ

000003386 飛騨冷凍空調株式会社 代表取締役 河渡　正暁 岐阜県高山市問屋町７３ー３ ﾋﾀﾞﾚｲﾄｳｸｳﾁﾖｳ

000003285 株式会社雛屋建設社 取締役社長 桑原　孝吉 岐阜県岐阜市松山町１２番地 ﾋﾅﾔｹﾝｾﾂｼﾔ

000003265 日野吉工業株式会社 代表取締役 川島　弘吉 岐阜県岐阜市北鶉３丁目２１番地 ﾋﾉｷﾁｺｳｷﾞﾖｳ

000004015 株式会社ヒビ 代表取締役 日比　英輝 岐阜県養老郡養老町直江６１３－１ ﾋﾋﾞ

000025791 表示灯株式会社 代表取締役 トクモ　タカヒロ 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２番１１号 ﾋﾖｳｼﾞﾄｳ

000001253 平井工業株式会社 代表取締役 平井　利金 岐阜県羽島市足近町直道５７８番地 ﾋﾗｲｺｳｷﾞﾖｳ

000029317 株式会社ひらかわ建設 代表取締役 平川　裕二 各務原市蘇原野口町１丁目３４番地 ﾋﾗｶﾜｹﾝｾﾂ

000000447 株式会社ビルカン 代表取締役 近本　仁 岐阜県岐阜市下奈良３丁目６番６号 ﾋﾞﾙｶﾝ

000000045 ヒルムタ興業株式会社 代表取締役 蛭牟田　悟 岐阜県大垣市綾野２丁目２１７番地 ﾋﾙﾑﾀｺｳｷﾞﾖｳ

000003630 株式会社ビルメン 代表取締役 森　公男 愛知県名古屋市北区苗田町１６番地 ﾋﾞﾙﾒﾝ

000001301 有限会社廣瀬工務店 取締役 廣瀬　進一郎 岐阜県岐阜市柳津町北塚１丁目２３ ﾋﾛｾｺｳﾑﾃﾝ
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000011031 深瀬建設株式会社 代表取締役 深瀬　清 各務原市下切町８９１－３ ﾌｶｾｹﾝｾﾂ

000003225 福井電設株式会社 代表取締役社長 福井　修 岐阜県中津川市坂下７５８番地 ﾌｸｲﾃﾞﾝｾﾂ

000003169 株式会社福田組　名古屋支店
上席執行役員支店
長

山本　幹夫 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目２３番８号 ﾌｸﾀﾞｸﾞﾐ

000003650 福田道路株式会社　岐阜営業所 所長 渡邊　聡 岐阜県多治見市大原町２丁目４６番地 ﾌｸﾀﾞﾄﾞｳﾛ

000015100 株式会社福留エンジニアリング 代表取締役 福留　秀次 愛知県日進市竹の山１丁目６１３番地 ﾌｸﾄﾞﾒｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000003172 株式会社富国建設 代表取締役 河野　敏春 岐阜県岐阜市東金宝町２ー１０ ﾌｺｸｹﾝｾﾂ

000000226 株式会社富士 代表取締役 貝原　秀哉 岐阜県岐阜市加納清野町３４番地 ﾌｼﾞ

000000106 富士建設工業株式会社 代表取締役 鳴海　利彦 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ ﾌｼﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000013706 富士工管株式会社 代表取締役 林下　耕一郎 愛知県名古屋市中村区太閤一丁目１番８号 ﾌｼﾞｺｳｶﾝ

000028473 富士工業株式会社 代表取締役 大沢　創一 東京都板橋区若木１丁目２６番１３号 ﾌｼﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000011795 株式会社藤幸組 代表取締役 近藤　幸男 岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田６９８－１ ﾌｼﾞｺｳｸﾞﾐ

000000742 富士産業株式会社　名古屋支店 支店長 西尾　達也 愛知県名古屋市西区城西４丁目５番４号 ﾌｼﾞｻﾝｷﾞﾖｳ

000003084 株式会社不二産業 代表取締役 武藤　永行 岐阜県瑞穂市本田７３５番地 ﾌｼﾞｻﾝｷﾞﾖｳ

000001204 有限会社藤昌土建 代表取締役 後藤　昌行 各務原市各務おがせ町５－１８５ ﾌｼﾞｼﾖｳﾄﾞｹﾝ

000001167 株式会社フジタ　名古屋支店
上席執行役員支店
長

渡辺　伸 愛知県名古屋市中区新栄２丁目１番９号 ﾌｼﾞﾀ

000012428 フジタ道路株式会社　名古屋支店 支店長 帶川　靖洋 愛知県長久手市熊田３０６番地 ﾌｼﾞﾀﾄﾞｳﾛ

000028475 株式会社富士通エフサス 代表取締役社長 小林　俊範 東京都品川区西品川一丁目１番１号 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ

000039390 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　東海支社 支社長 森本　泰史 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３ ﾌｼﾞﾂｳｼﾞﾔﾊﾟﾝ

000000308
株式会社富士通ゼネラル　中部情報通信ネットワーク営業
部

部長 小林　和宏 愛知県名古屋市名東区猪高台１丁目１３１５番地 ﾌｼﾞﾂｳｾﾞﾈﾗﾙ

000012460 富士通フロンテック株式会社　西日本支社 西日本支社長 沼田　和美 大阪府大阪市中央区城見２丁目２番５３号 ﾌｼﾞﾂｳﾌﾛﾝﾃﾂｸ

000010785 フジテック株式会社　名古屋支店 支店長 笠井　宏真 愛知県名古屋市中区錦２丁目２番２号 ﾌｼﾞﾃﾂｸ

000011505 富士電機株式会社　中部支社 支社長 森田　浩司 愛知県名古屋市中区新栄１丁目５番８号 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ

000003677 株式会社富士ピー・エス　名古屋支店 支店長 藤野　挙徳 愛知県名古屋市中区錦３ー５ー３１ ﾌｼﾞﾋﾟｰｴｽ

000003145 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社　中部支社 支社長 田中　正樹 愛知県名古屋市中村区太閤３ー１ー１８ ﾌｼﾞﾌﾙｶﾜｲｰｱﾝﾄﾞｼｰ

000001238 藤吉工業株式会社 代表取締役社長 加藤　靖始 愛知県名古屋市中村区太閤４丁目２番８号 ﾌｼﾞﾖｼｺｳｷﾞﾖｳ
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000001218 有限会社藤原建設 代表取締役 藤原　民雄 各務原市蘇原緑町３丁目７番地２ ﾌｼﾞﾜﾗｹﾝｾﾂ

000003144 株式会社フソウ　名古屋支店 支店長 赤松　淳平 愛知県名古屋市中川区広住町５番２２号 ﾌｿｳ

000004013 扶桑電通株式会社　中部支店 執行役員支店長 奥田　洋久 愛知県名古屋市中区錦２丁目２番１３号 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ

000003100 株式会社二葉工業所 代表取締役 長谷部　紀之 岐阜県岐阜市石切町３７番地 ﾌﾀﾊﾞｺｳｷﾞﾖｳｼﾖ

000003220 株式会社フタバ電興社 代表取締役 西村　博己 岐阜県関市山王通１丁目６ー１２ ﾌﾀﾊﾞﾃﾞﾝｺｳｼﾔ

000017071 二村板金工業有限会社 代表取締役 二村　幸芳 岐阜県下呂市萩原町花池１４４ ﾌﾀﾑﾗﾊﾞﾝｷﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000001309 株式会社不動テトラ　中部支店
常務執行役員支店
長

小林　弘樹 愛知県名古屋市中区栄５丁目２７番１４号 ﾌﾄﾞｳﾃﾄﾗ

000004040 株式会社フューチャーイン 代表取締役社長 渡邉　英治 愛知県名古屋市千種区内山２丁目６番２２号 ﾌﾕｰﾁﾔｰｲﾝ

000000064 株式会社芙蓉施設センター　土岐営業所 営業所長 深萱　守道 岐阜県土岐市泉大島町４－１５－１ ﾌﾖｳｼｾﾂｾﾝﾀｰ

000003619 フルエング株式会社 代表取締役 神戸　剛 愛知県名古屋市中区栄５ー２４ー３３ ﾌﾙｴﾝｸﾞ

000044514 株式会社古川組 代表取締役 古川　光利 岐阜県海津市南濃町山崎９２０ ﾌﾙｶﾜｸﾞﾐ

000003509 古川電気株式会社 代表取締役 大門　武彦 岐阜県飛騨市古川町新栄町５番６号 ﾌﾙｶﾜﾃﾞﾝｷ

000003753 古河電池株式会社　中部支社 支社長 飛松　猛利 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番３号 ﾌﾙｶﾜﾃﾞﾝﾁ

000037379 フルハウス株式会社 代表取締役 古澤　丈介 岐阜県岐阜市菊地町５丁目２８番地 ﾌﾙﾊｳｽ

000019684 株式会社ブレイク 代表取締役 酒井　美登里 岐阜県岐阜市太郎丸字寺下２１４８ ﾌﾞﾚｲｸ

000020645 文化シヤッター株式会社　岐阜営業所 所長 多川　佳秀 岐阜県岐阜市中鶉２ー９４ ﾌﾞﾝｶｼﾔﾂﾀｰ

000009347
文化シヤッターサービス株式会社　岐阜サービスステーショ
ン

サービスステーショ
ン長

脇田　哲也 岐阜県岐阜市中鶉２－９４ ﾌﾞﾝｶｼﾔﾂﾀｰｻｰﾋﾞｽ

000004019 株式会社ＨＥＸＥＬＷｏｒｋｓ　名古屋支店 執行役員支店長 戸塚　寛介 愛知県名古屋市千種区内山３丁目３０番９号 ﾍｸｾﾙﾜｰｸｽ

000000556 株式会社保安企画 代表取締役 渡辺　勉 岐阜県羽島市舟橋町本町５丁目３２番地 ﾎｱﾝｷｶｸ

000003546 邦英商興株式会社 代表取締役 裏川　直也 愛知県名古屋市北区志賀町１－１８ ﾎｳｴｲｼﾖｳｺｳ

000001331 株式会社豊国昭和起重機製作所 代表取締役 岸本　毅 大阪府大阪市西成区津守３丁目３番１号 ﾎｳｺｸｼﾖｳﾜｷｼﾞﾕｳｷｾｲｻｸｼﾖ

000003660 豊和設備株式会社 代表取締役 境　英一 岐阜県大垣市長松町１０８７番地の１ ﾎｳﾜｾﾂﾋ

000001086 ホーチキ株式会社　名古屋支店 支店長 行實　剛一 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 ﾎｰﾁｷ

000003455 株式会社ホクエー電工 代表取締役 北倉　晃 岐阜県大垣市新田町４－２６ ﾎｸｴｰﾃﾞﾝｺｳ

000003452 有限会社ホクギ 代表取締役 梁川　哲也 岐阜県岐阜市加野７丁目６番３２号 ﾎｸｷﾞ
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000011462 株式会社ホクコク地水 代表取締役 尾蔵　丈房 石川県金沢市御影町２５－１ ﾎｸｺｸﾁｽｲ

000023789 北菱電興株式会社 取締役社長 小倉　一郎 石川県金沢市古府３丁目１２番地 ﾎｸﾘﾖｳﾃﾞﾝｺｳ

000000383 北研工業株式会社 代表取締役社長 矢野　雄嗣 岐阜県岐阜市福光東３丁目１１番２０２号 ﾎﾂｹﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000026617 株式会社洞口 代表取締役 洞口　修一 岐阜県飛騨市古川町高野１４１－２ ﾎﾗｸﾞﾁ

000003052 有限会社堀江電設 代表取締役 堀江　典之 岐阜県岐阜市西鶉４ー６３ ﾎﾘｴﾃﾞﾝｾﾂ

000003268 堀造園株式会社 代表取締役 堀　勉 岐阜県岐阜市蔵前５丁目２－１７ ﾎﾘｿﾞｳｴﾝ

000003291 株式会社堀部工務店 代表取締役 若原　幸弘 岐阜県本巣市仏生寺６４０－１ ﾎﾘﾍﾞｺｳﾑﾃﾝ

000030411 有限会社本荘塗装 取締役社長 大野　敦司 岐阜県山県市洞田５９０ー３ ﾎﾝｼﾞﾖｳﾄｿｳ

000012556 株式会社本陣 代表取締役 梅岡　美喜男 愛知県名古屋市東区矢田南３丁目１３番７号 ﾎﾝｼﾞﾝ

000001267 本田建設有限会社 代表取締役 本田　和男 各務原市鵜沼羽場町１丁目１５４番地１ ﾎﾝﾀﾞｹﾝｾﾂ

000011776 株式会社本間組　名古屋支店 支店長 菅原　純一 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目３番８号 ﾎﾝﾏｸﾞﾐ

000041596 マイクロウェーブファクトリー株式会社 代表取締役 山口　雅彦 神奈川県横浜市港北区新横浜３－１８－３ ﾏｲｸﾛｳｴｰﾌﾞﾌｱｸﾄﾘｰ

000013701 株式会社前川製作所
代表取締役　社長
執行役員

前川　真 東京都江東区牡丹３丁目１４番１５号 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼﾖ

000004029 株式会社前澤エンジニアリングサービス　名古屋営業所 所長 玉腰　善一 愛知県名古屋市中区錦２－１４－２１ ﾏｴｻﾞﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

000000929 前澤工業株式会社　名古屋支店 支店長 山本　幸一 愛知県名古屋市中区錦２－１４－２１ ﾏｴｻﾞﾜｺｳｷﾞﾖｳ

000003462 株式会社前田グリーンサービスエンジニア 代表取締役 山岡　勇 愛知県丹羽郡大口町大御堂１－１９０ ﾏｴﾀﾞｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱ

000003239 前田建設工業株式会社　岐阜営業所 所長 伊藤　彰浩 岐阜県岐阜市金町８丁目１番地 ﾏｴﾀﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000039001 株式会社前田産業　名古屋支店 支店長 中神　孝文 愛知県名古屋市中区新栄３丁目５番１号 ﾏｴﾀﾞｻﾝｷﾞﾖｳ

000000570 株式会社正木装飾 代表取締役 正木　有三 岐阜県岐阜市萱場東町４丁目２０番地 ﾏｻｷｿｳｼﾖｸ

000010937 マスプロ電工株式会社　名古屋支店 支店長 木田　和宏 愛知県日進市浅田町上納８０番地 ﾏｽﾌﾟﾛﾃﾞﾝｺｳ

000013699 松井建設株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 野村　守宏 愛知県名古屋市中区栄５丁目２８番１２ ﾏﾂｲｹﾝｾﾂ

000003157 松井工業株式会社 代表取締役 松井　康信 岐阜県大垣市築捨町５丁目８６番地の１ ﾏﾂｲｺｳｷﾞﾖｳ

000003050 松岡産業株式会社 代表取締役 松岡　和人 愛知県名古屋市中村区名駅南４丁目１０番１８号 ﾏﾂｵｶｻﾝｷﾞﾖｳ

000003101 松田リサイクル株式会社 代表取締役 松田　良明 岐阜県岐阜市西島町８番８号 ﾏﾂﾀﾞﾘｻｲｸﾙ

000003340 松永建設株式会社 代表取締役 林　宣文 岐阜県岐阜市茜部中島２丁目７４番地の１ ﾏﾂﾅｶﾞｹﾝｾﾂ
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000003306 株式会社松波共和電機商会 代表取締役 松波　美代子 岐阜県岐阜市菊地町１ー２ ﾏﾂﾅﾐｷﾖｳﾜﾃﾞﾝｷｼﾖｳｶｲ

000001308 株式会社松波テクノ 代表取締役 澤田　栄造 岐阜県岐阜市長良福光１４７番地３ ﾏﾂﾅﾐﾃｸﾉ

000003138 株式会社松野組 代表取締役 松野　守男 岐阜県瑞穂市穂積１３３０番地 ﾏﾂﾉｸﾞﾐ

000039002 有限会社マッハエレキ 取締役 松田　崇 岐阜県岐阜市福光東３－１８－１２ ﾏﾂﾊｴﾚｷ

000003344 株式会社松原建築商事 代表取締役 松原　光信 岐阜県岐阜市北一色７丁目２６番２５号 ﾏﾂﾊﾞﾗｹﾝﾁｸｼﾖｳｼﾞ

000001208 松村工業株式会社 代表取締役 松村　公夫 岐阜県岐阜市薮田東１丁目６番５号 ﾏﾂﾑﾗｺｳｷﾞﾖｳ

000003409 株式会社松村電機製作所　中部支店 支店長 山口　滋 愛知県名古屋市中区栄５丁目２８番１２号 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ

000000338 松本テクニコ株式会社 代表取締役 中嶋　邦子 愛知県名古屋市守山区原境町９１７ ﾏﾂﾓﾄﾃｸﾆｺ

000003415 株式会社松本電気設備 代表取締役社長 松本　達 岐阜県多治見市光ヶ丘２丁目２９番地 ﾏﾂﾓﾄﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞ

000003068 株式会社マテックシノダ 代表取締役 篠田　潤一郎 岐阜県岐阜市西河渡１丁目７番２号 ﾏﾃﾂｸｼﾉﾀﾞ

000003353 丸石株式会社 代表取締役 石原　幸喜 岐阜県岐阜市須賀１－１０－１ ﾏﾙｲｼ

000003864 株式会社マルエイ 代表取締役 澤田　栄一 岐阜県岐阜市入舟町４―８―１ ﾏﾙｴｲ

000000103 丸栄コンクリート工業株式会社　岐阜支店 支店長 福原　徹 岐阜県羽島市福寿町間島１５１８番地 ﾏﾙｴｲｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞﾖｳ

000003154 株式会社マルエス産業 代表取締役 酒井　良郎 岐阜県土岐市泉町河合８１９番地の２ ﾏﾙｴｽｻﾝｷﾞﾖｳ

000038716 有限会社丸小土木 代表取締役 小木曽　晴則 岐阜県岐阜市細畑５－９－６ ﾏﾙｵﾄﾞﾎﾞｸ

000003350 丸勝南谷建設株式会社 代表取締役 南谷　義司 岐阜県羽島市小熊町東小熊３３９３番地の２ ﾏﾙｶﾂﾅﾝﾔｹﾝｾﾂ

000034786 株式会社丸亀工務 代表取締役 古藤　義之 岐阜県可児市下切３３１６－２ ﾏﾙｶﾒｺｳﾑ

000003260 有限会社丸喜玉田工業 代表取締役 玉田　誠司 岐阜県関市倉知４４３７ー１ ﾏﾙｷﾀﾏﾀﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000001216 丸共管工株式会社 代表取締役 安藤　猛 各務原市那加前洞新町４丁目８９ ﾏﾙｷﾖｳｶﾝｺｳ

000017075 丸謹建設株式会社 代表取締役 宇野　公夫 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ ﾏﾙｷﾝｹﾝｾﾂ

000016246 丸島産業株式会社 取締役社長 服部　勝哉 大阪府大阪市中央区谷町５－３－１７ ﾏﾙｼﾏｻﾝｷﾞﾖｳ

000037377 丸伸興業株式会社 代表取締役 林　貴康 岐阜県岐阜市城田寺１１４０ ﾏﾙｼﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000006207 株式会社丸杉 代表取締役 杉山　忠国 岐阜県岐阜市金町８－１ ﾏﾙｽｷﾞ

000003419 丸ス産業株式会社 代表取締役 藤井　紳二 岐阜県加茂郡白川町三川１２７０番地 ﾏﾙｽｻﾝｷﾞﾖｳ

000003165 丸成林建設株式会社 代表取締役 林　茂樹 岐阜県岐阜市北一色１０丁目３６番１４号 ﾏﾙｾｲﾊﾔｼｹﾝｾﾂ
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000029319 丸武産業有限会社 代表取締役 堀　隆男 岐阜県瑞穂市野田新田４１４９番地１９ ﾏﾙﾀｹｻﾝｷﾞﾖｳ

000001336 株式会社丸徳鉄工 代表取締役社長 葛谷　政勝 岐阜県岐阜市則松３－２９２ ﾏﾙﾄｸﾃﾂｺｳ

000001191 マルト後藤建設株式会社 代表取締役 松久　茂彦 各務原市各務おがせ町５丁目１７７番地 ﾏﾙﾄｺﾞﾄｳｹﾝｾﾂ

000003072 株式会社丸利組 代表取締役 飯田　利雄 岐阜県岐阜市高田４丁目１６番１５号 ﾏﾙﾄｼｸﾞﾐ

000003208 丸仲建設株式会社　岐阜支店 取締役支店長 榎　雅浩 各務原市蘇原新栄町１－６５－１ ﾏﾙﾅｶｹﾝｾﾂ

000013690 有限会社丸林 代表取締役 林　裕之 岐阜県本巣市上真桑３１０ ﾏﾙﾊﾞﾔｼ

000003153 丸秀大塚建設株式会社 代表取締役 大塚　隆夫 岐阜県羽島郡笠松町米野５５１番地 ﾏﾙﾋﾃﾞｵｵﾂｶｹﾝｾﾂ

000003021 株式会社丸平工業 代表取締役 福冨　重弘 岐阜県岐阜市下奈良３丁目１番６号 ﾏﾙﾋﾗｺｳｷﾞﾖｳ

000003051 丸文産業株式会社 代表取締役 宮元　智之 岐阜県本巣市海老５６－４ ﾏﾙﾌﾞﾝｻﾝｷﾞﾖｳ

000003709 株式会社丸光イトウ 代表取締役 伊藤　峰由 岐阜県可児市瀬田８８９番地の２ ﾏﾙﾐﾂｲﾄｳ

000000809 丸茂電機株式会社　名古屋営業所 所長 田中　徹 愛知県名古屋市東区武平町五丁目１番地 ﾏﾙﾓﾃﾞﾝｷ

000008136 株式会社丸泰 代表取締役社長 伊藤　寛章 岐阜県岐阜市領下６丁目４６番地 ﾏﾙﾔｽ

000033778 マルワ株式会社 代表取締役 洞ノ口　一由 岐阜県美濃加茂市牧野２８７５ ﾏﾙﾜ

000001241 株式会社御井重機 代表取締役 森　賢司 各務原市小佐野町５丁目９５番地３ ﾐｲｼﾞﾕｳｷ

000035965 三重重工業株式会社 代表取締役 窪　道徳 三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚３７１０番地 ﾐｴｼﾞﾕｳｺｳｷﾞﾖｳ

000001212 株式会社水企画アイケン 代表取締役 田畑　博之 各務原市那加山後町１丁目２４０ ﾐｽﾞｷｶｸｱｲｹﾝ

000010936 美津濃株式会社　大阪支社
スポーツ施設サービ
ス事業部事業部長

芋野　隆幸 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目１２番３５号 ﾐｽﾞﾉ

000031473 株式会社水野組 代表取締役 三輪　一馬 愛知県常滑市金山字大屋敷１５―２ ﾐｽﾞﾉｸﾞﾐ

000011783 株式会社ミズプラ 代表取締役 柴田　考 愛知県春日井市味美白山町１－１０－１６ ﾐｽﾞﾌﾟﾗ

000008149 株式会社ミゾタ　名古屋支店 支店長 林　昌浩 愛知県名古屋市中区丸の内２－１４－２０ ﾐｿﾞﾀ

000003270 株式会社三竹電工 代表取締役 野田　政博 岐阜県岐阜市八代３丁目４番２号 ﾐﾀｹﾃﾞﾝｺｳ

000003071 三井住友建設株式会社　中部支店 執行役員支店長 田中　邦佳 愛知県名古屋市中区栄４丁目３番２６号 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂ

000014572 ミツハラ防水有限会社 代表取締役 三津原　由久 岐阜県瑞浪市土岐町９８６－９５ ﾐﾂﾊﾗﾎﾞｳｽｲ

000020940 三菱化工機株式会社　名古屋営業所 所長 山崎　雅彦 愛知県名古屋市東区葵３丁目１８番１７号 ﾐﾂﾋﾞｼｶｺｳｷ

000011403 三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 代表取締役 日詰　眞一 広島県広島市西区観音新町４丁目６番２２号 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾕｳｺｳﾏｼﾅﾘｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
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000033777 三菱重工冷熱株式会社　大和事業所
エンジニアリング事
業本部長

髭分　美次 神奈川県大和市中央林間七丁目８番１号 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾕｳｺｳﾚｲﾈﾂ

000000640 三菱電機株式会社　中部支社 支社長 中竹　春美 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２８番１２号 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ

000000181
三菱電機ビルソリューションズ株式会社　中部支社岐阜支
店

支店長 水野　利一 岐阜県岐阜市橋本町２－２０ ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙｿﾘﾕｰｼﾖﾝｽﾞ

000000071 三菱プレシジョン株式会社　中部支社 支社長 更田　周司 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目２１番３１号 ﾐﾂﾋﾞｼﾌﾟﾚｼｼﾞﾖﾝ

000010827 株式会社ミナミエレック 代表取締役 小林　繁勝 岐阜県岐阜市上芥見５２８ ﾐﾅﾐｴﾚﾂｸ

000014577 美濃工研株式会社 代表取締役 杉野　達和 岐阜県大垣市本今４丁目１３６－１ ﾐﾉｺｳｹﾝ

000003501 美濃設備株式会社 代表取締役 河合　克宣 岐阜県美濃市極楽寺７２９番地の１ ﾐﾉｾﾂﾋﾞ

000003443 宮田鑿井工業株式会社　西濃営業所 取締役営業所長 菅　利明 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字陣場野９７５番地４７ ﾐﾔﾀｻｸｾｲｺｳｷﾞﾖｳ

000019695 宮地エンジニアリング株式会社　名古屋営業所 所長 伊藤　浩之 愛知県名古屋市中区錦１－２０－１９ ﾐﾔﾁﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000016253 株式会社雅建設 代表取締役 山本　孝 岐阜県羽島市福寿町平方８丁目３ー１ ﾐﾔﾋﾞｹﾝｾﾂ

000003602 美山建設株式会社 代表取締役 久保　正彦 岐阜県山県市柿野４７ー１ ﾐﾔﾏｹﾝｾﾂ

000001302 宮本建材有限会社 代表取締役 宮本　義明 各務原市蘇原沢上町４丁目２番地１ ﾐﾔﾓﾄｹﾝｻﾞｲ

000036086 茗芯通設株式会社 代表取締役 堀　千鶴 岐阜県岐阜市領下７丁目３０番地 ﾐﾖｳｼﾝﾂｳｾﾂ

000021127 三好塗装工業株式会社 代表取締役 三好　親 愛知県名古屋市中村区大宮町２丁目５３番地２ ﾐﾖｼﾄｿｳｺｳｷﾞﾖｳ

000003730 みらい建設工業株式会社　中部支店 支店長 黒永　哲也 愛知県名古屋市中川区月島町６番１号 ﾐﾗｲｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000030317 ミライズ株式会社 代表取締役 林　敬志 岐阜県加茂郡八百津町八百津４８６１－１ ﾐﾗｲｽﾞ

000003229 未来土木株式会社 代表取締役 林　悠二朗 岐阜県岐阜市本荘西３丁目１０８番地 ﾐﾗｲﾄﾞﾎﾞｸ

000003715 株式会社ミライト・ワン　東海支店 支店長 野呂　昌人 愛知県名古屋市西区大金町５丁目６番地 ﾐﾗｲﾄﾜﾝ

000003625 ミリオン電工株式会社　中濃営業所 中濃営業所長 古井　和明 岐阜県可児市今渡１５９５番地の５ ﾐﾘｵﾝﾃﾞﾝｺｳ

000003569 株式会社三和木 代表取締役 安江　輝人 岐阜県可児市広見１５５９番地の１ ﾐﾜｷ

000003396 有限会社三輪塗装 代表取締役 三輪　雄彦 岐阜県関市東新町３丁目９２１番地５ ﾐﾜﾄｿｳ

000010793 株式会社麦島建設 代表取締役 麦島　悦司 愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目１９番１０号 ﾑｷﾞｼﾏｹﾝｾﾂ

000015107 ムトウエフエー株式会社 代表取締役 武藤　大次郎 岐阜県山県市東深瀬１４２－１ ﾑﾄｳｴﾌｴｰ

000016243 有限会社ムトウ建工 代表取締役 武藤　立奈 岐阜県本巣市数屋４９６番地１ ﾑﾄｳｹﾝｺｳ

000003060 株式会社ムトー 代表取締役 武藤　豪 岐阜県岐阜市茜部中島３丁目５７番地 ﾑﾄｰ
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000003109 村瀬建築株式会社 代表取締役 村瀬　賢一 岐阜県岐阜市加野４丁目２７番１８号 ﾑﾗｾｹﾝﾁｸ

000018225 村瀬工業株式会社 代表取締役 村瀬　圭三 岐阜県岐阜市諏訪山１丁目１番２２号 ﾑﾗｾｺｳｷﾞﾖｳ

000003289 村中建設株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 武田　隆明 愛知県名古屋市中区栄３丁目２１番２３号 ﾑﾗﾅｶｹﾝｾﾂ

000003092 村本建設株式会社　名古屋支店 執行役員支店長 荻野　潤 愛知県名古屋市中区丸の内３―１９―１２ ﾑﾗﾓﾄｹﾝｾﾂ

000010786 株式会社ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦 東京都江東区豊洲３丁目２番２４号 ﾑﾗﾔﾏ

000027814 名岐水道株式会社 代表取締役 井戸　井 岐阜県羽島郡岐南町伏屋９丁目７０番地 ﾒｲｷﾞｽｲﾄﾞｳ

000011477 株式会社明光 代表取締役 カセダ　サヨジ 和歌山県海南市下津町下津３０８０番地の１ ﾒｲｺｳ

000001244 名工建設株式会社 代表取締役社長 松野　篤二 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 ﾒｲｺｳｹﾝｾﾂ

000001245 名光電気工事株式会社 代表取締役 高見　和宏 岐阜県岐阜市中鶉２丁目２８番地の１ ﾒｲｺｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000003636 名三工業株式会社　岐阜営業所 所長 松下　健一 岐阜県岐阜市西川手７丁目２７番地 ﾒｲｻﾝｺｳｷﾞﾖｳ

000000713 株式会社名神 代表取締役 森島　晴之 岐阜県岐阜市六条南２丁目１２番２０号 ﾒｲｼﾝ

000000275 株式会社メイセイ 代表取締役 林　吾一 愛知県江南市小杁町長者毛東１９７番地 ﾒｲｾｲ

000011781 有限会社明装 代表取締役 樋口　忠明 岐阜県関市稲口２５３―５ ﾒｲｿｳ

000003123 名鉄ＥＩエンジニア株式会社　岐阜支店 支店長 柴田　隆司 岐阜県岐阜市入舟町２丁目１番地 ﾒｲﾃﾂｲｰｱｲｴﾝｼﾞﾆｱ

000025986 株式会社明電エンジニアリング　中部支社 支社長 新居田　正浩 愛知県清須市西枇杷島町一反五畝割４９６－１ ﾒｲﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

000000696 株式会社明電舎　中部支社 支社長 高山　邦彦 愛知県名古屋市中区錦一丁目１７番１３号 ﾒｲﾃﾞﾝｼﾔ

000025789 明電ファシリティサービス株式会社　中部営業所 所長 重永　英夫 愛知県清須市西枇杷島町一反五畝割４９６－１ ﾒｲﾃﾞﾝﾌｱｼﾘﾃｲｻｰﾋﾞｽ

000003441 名稲建設株式会社　美濃加茂支店 支店長 中村　賀津敏 岐阜県美濃加茂市前平町２－８３－５ ﾒｲﾄｳｹﾝｾﾂ

000029186 名東電気工事株式会社 代表取締役社長 谷田　大和 愛知県名古屋市昭和区広路通３丁目７番地の２ ﾒｲﾄｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000003770 名菱電子株式会社　岐阜支店 支店長 中垣　潤也 岐阜県岐阜市八ツ寺町１丁目９番地 ﾒｲﾘﾖｳﾃﾞﾝｼ

000018522 明和工業株式会社　名古屋営業所 名古屋営業所長 河原崎　克哉 愛知県名古屋市千種区内山３丁目１７番地４号 ﾒｲﾜｺｳｷﾞﾖｳ

000016251 株式会社メカトロニクス 代表取締役 駒　卓弥 岐阜県飛騨市古川町宮城町５００番地の１ ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ

000000163 メタウォーター株式会社　営業本部中日本営業部 部長 粂田　貴史 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号 ﾒﾀｳｵｰﾀｰ

000022341
メタウォーターサービス株式会社　事業推進本部中日本営
業部

部長 吉本　二郎 愛知県名古屋市西区名駅２丁目２７番８号 ﾒﾀｳｵｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ

000045425 株式会社森組　大阪本店
取締役常務執行役
員本店長

石井　勝則 大阪府大阪市中央区道修町４丁目５番１７号 ﾓﾘｸﾞﾐ
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000001155 株式会社森興業 代表取締役 森　英文 各務原市蘇原吉野町３丁目４６番地 ﾓﾘｺｳｷﾞﾖｳ

000011061 株式会社森七組 代表取締役 森　大輔 岐阜県美濃市．２８９４ ﾓﾘｼﾁｸﾞﾐ

000000195 株式会社森田鉄工所　名古屋営業支店 支店長 乾　宏誠 愛知県名古屋市昭和区広路通１丁目１２番 ﾓﾘﾀﾃﾂｺｳｼﾖ

000034562 株式会社守谷商会　名古屋支店 支店長 長島　匡一 愛知県名古屋市中区栄三丁目１番１号 ﾓﾘﾀﾆｼﾖｳｶｲ

000003160 森電気工事株式会社 代表取締役 森　陽子 岐阜県多治見市池田町４丁目３７ ﾓﾘﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000003458 株式会社森電気商会 代表取締役 森　貴路 岐阜県羽島市正木町新井７９８番地 ﾓﾘﾃﾞﾝｷｼﾖｳｶｲ

000003163 森松工業株式会社 代表取締役 松久　浩幸 岐阜県本巣市見延１４３０－８ ﾓﾘﾏﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000027767 株式会社守谷商会　名古屋支店
取締役常務執行役
員支店長

新井　健一 愛知県名古屋市中区錦２丁目１５番１５号 ﾓﾘﾔｼﾖｳｼﾖｳｶｲ

000019694 矢木コーポレーション株式会社 代表取締役 矢木　健一 長野県長野市真島町川合２０３６ ﾔｷﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼﾖﾝ

000003345 株式会社八雲電気通信 代表取締役 安江　一則 岐阜県羽島市足近町小荒井４８６番地の１ ﾔｸﾞﾓﾃﾞﾝｷﾂｳｼﾝ

000003185 矢島建設興業株式会社 代表取締役 田中　潤治 岐阜県岐阜市木ノ本町２ー４ー５ ﾔｼﾞﾏｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000000634 安田株式会社　． 執行役員本店長 竹中　利幸 岐阜県岐阜市鶴田町３丁目２４番地 ﾔｽﾀﾞ

000028472 安田工業株式会社　． 取締役 水田　明博 岐阜県揖斐郡池田町藤代２９５番地 ﾔｽﾀﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000000778 安田電機暖房株式会社　各務原出張所 所長 安田　隆次 各務原市蘇原菊園町２丁目６０番地１ ﾔｽﾀﾞﾃﾞﾝｷﾀﾞﾝﾎﾞｳ

000018222 矢田工業株式会社 代表取締役 成田　正樹 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ ﾔﾀﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000003982 八千代電設工業株式会社　名古屋支店 支店長 安藤　雅昭 愛知県名古屋市中区新栄１丁目４９番８号 ﾔﾁﾖﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000003140 矢作建設工業株式会社 代表取締役 高柳　充広 愛知県名古屋市東区葵３丁目１９番７号 ﾔﾊｷﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000003597 ヤハギ道路株式会社　岐阜営業所 所長 井上　司 岐阜県関市弥生町１－４－３０ ﾔﾊｷﾞﾄﾞｳﾛ

000003423 ヤハギ緑化株式会社 取締役社長 船橋　太道 愛知県名古屋市東区葵３丁目１９番７号 ﾔﾊｷﾞﾘﾖﾂｶ

000000881 株式会社ヤハタ 代表取締役 早川　典嗣 各務原市須衛町８丁目４６番地 ﾔﾊﾀ

000003073 山一電気株式会社　各務原営業所 営業所長 山田　貴大 各務原市那加門前町２丁目３７番地１２ ﾔﾏｲﾁﾃﾞﾝｷ

000004018 山岡電気工事株式会社 代表取締役 勝　佳尉 岐阜県恵那市山岡町下手向５５５番地 ﾔﾏｵｶﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000011480 山尾興業株式会社 代表取締役 尾村　直人 岐阜県岐阜市川部２－４７ ﾔﾏｵｺｳｷﾞﾖｳ

000025792 有限会社山口建設 代表取締役 山口　尚晃 岐阜県大垣市上石津町牧田６８６－１ ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝｾﾂ

000010842 株式会社山口工務店 代表取締役 山口　勝久 岐阜県美濃市．１３３５ ﾔﾏｸﾞﾁｺｳﾑﾃﾝ
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000001093 株式会社山越 代表取締役 相澤　宏暢 愛知県名古屋市西区則武新町１丁目３番５号 ﾔﾏｺｼ

000003236 山崎工業株式会社 代表取締役 古川　洋司 岐阜県海津市南濃町山崎９６９番地の１ ﾔﾏｻﾞｷｺｳｷﾞﾖｳ

000019151 株式会社山﨑土木 代表取締役 山﨑　勉 各務原市鵜沼宝積寺町２－６３ ﾔﾏｻﾞｷﾄﾞﾎﾞｸ

000012435 株式会社山佐組 代表取締役 久保　加奈子 岐阜県関市小瀬１１１８番地４ ﾔﾏｻｸﾞﾐ

000022312 山下技装株式会社 代表取締役 山下　博之 岐阜県高山市千島町１０７４番地３ ﾔﾏｼﾀｷﾞｿｳ

000003666 株式会社ヤマシタ工務店　岐阜支店 支店長 平工　敦弘 岐阜県岐阜市茜部菱野１丁目１０５番地１ ﾔﾏｼﾀｺｳﾑﾃﾝ

000003383 株式会社山田組 代表取締役 山田　洋二郎 愛知県名古屋市中川区戸田五丁目１２１３番地 ﾔﾏﾀﾞｸﾞﾐ

000039338 山田タイル株式会社 代表取締役 山田　恒成 岐阜県岐阜市岩崎８５７－２ ﾔﾏﾀﾞﾀｲﾙ

000011172 山田土建株式会社 代表取締役 田口　義孝 岐阜県加茂郡東白川村神土７８８ ﾔﾏﾀﾞﾄﾞｹﾝ

000037139 ヤマテック株式会社 代表取締役 山中　朋樹 岐阜県多治見市大畑町西仲根５－１ ﾔﾏﾃﾂｸ

000044918 株式会社山電 代表取締役 森岡　豊 三重県津市大園町１１番１号 ﾔﾏﾃﾞﾝ

000003402 株式会社山中工務店 代表取締役 山中　浩 岐阜県関市小瀬９５３番地１ ﾔﾏﾅｶｺｳﾑﾃﾝ

000003389 ヤマハサウンドシステム株式会社　名古屋営業所 所長 川島　洋次郎 愛知県名古屋市中区錦１丁目１８－２８ ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ

000031471 山村築炉工業株式会社 代表取締役 山村　直之 大阪府大阪市浪速区塩草３丁目５番５号 ﾔﾏﾑﾗﾁｸﾛｺｳｷﾞﾖｳ

000028569 株式会社ヤマモト 代表取締役 山本　直人 岐阜県揖斐郡揖斐川町三倉１３３－１ ﾔﾏﾓﾄ

000016780 山本建設株式会社 代表取締役 山本　武彦 岐阜県岐阜市早田東町６－５５ ﾔﾏﾓﾄｹﾝｾﾂ

000003703 株式会社ヤマユウ　関店 関店長 亀山　豊和 岐阜県関市小屋名７８３－１ ﾔﾏﾕｳ

000000927 ヤンマーエネルギーシステム株式会社　名古屋支店 支店長 山田　康博 愛知県名古屋市東区東桜２丁目１３番３０号 ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ

000036506 株式会社悠司工業 代表取締役 赤星　佑輔 岐阜県加茂郡坂祝町取組４９０－１ ﾕｳｼｺｳｷﾞﾖｳ

000043734 有限会社雄臣電設工業 代表取締役 羽根田　寅雄 岐阜県羽島郡岐南町徳田３－７ ﾕｳｼﾝﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000003049 株式会社雄電社　名古屋支店 支店長 古野　徹 愛知県名古屋市中区千代田５丁目１３番３６号 ﾕｳﾃﾞﾝｼﾔ

000029807 株式会社有電社　中部支店 支店長 山根　聖司 愛知県名古屋市中区錦３－２５－１１ ﾕｳﾃﾞﾝｼﾔ

000001224 雄飛水道株式会社 代表取締役 宮田　勇 各務原市那加不動丘２丁目１６０番地１ ﾕｳﾋｽｲﾄﾞｳ

000017076 ユタカインテグレーション株式会社 代表取締役 大谷　明広 大阪府大阪市城東区古市１丁目４番２３号 ﾕﾀｶｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼﾖﾝ

000022921 ユニオン株式会社　各務原営業所 所長 松尾　綱乃 各務原市鵜沼丸子町２丁目５１６番地４ ﾕﾆｵﾝ
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000003374 ユニオンテック株式会社 代表取締役 安部　源太郎 岐阜県岐阜市中鶉１丁目３０番１号 ﾕﾆｵﾝﾃﾂｸ

000034901 株式会社ユニホー 代表取締役 丹羽　紀人 愛知県名古屋市名東区一社３－７ ﾕﾆﾎｰ

000003190 横河商事株式会社　中部支社 支社長 朝日　康晴 愛知県名古屋市中村区烏森町７丁目３３６番地 ﾖｺｶﾜｼﾖｳｼﾞ

000003392 株式会社横河ブリッジ　名古屋営業所 所長 愛甲　智広 愛知県名古屋市中村区名駅２丁目４５番７号 ﾖｺｶﾞﾜﾌﾞﾘﾂｼﾞ

000003347 株式会社横瀬板金工業所 代表取締役 横瀬　雅哉 岐阜県羽島郡岐南町平島４－１１４ ﾖｺｾﾊﾞﾝｷﾝｺｳｷﾞﾖｳｼﾖ

000003437 株式会社横山組 代表取締役 横山　敏 岐阜県岐阜市芋島２丁目７番８号 ﾖｺﾔﾏｸﾞﾐ

000003442 横山工業株式会社 代表取締役 横山　英樹 岐阜県可児市大森１５３０番地の２ ﾖｺﾔﾏｺｳｷﾞﾖｳ

000042060 株式会社ヨシイ通信 代表取締役 吉井　政樹 岐阜県本巣郡北方町柱本５４７－２ ﾖｼｲﾂｳｼﾝ

000003335 株式会社吉川組 代表取締役 吉川　仁 岐阜県羽島市桑原町八神３６６１番地 ﾖｼｶﾜｸﾞﾐ

000003506 吉川建設株式会社　名古屋支店
上席執行役員支店
長

長谷川　清志 愛知県名古屋市中区栄１丁目２９番１９号 ﾖｼｶﾜｹﾝｾﾂ

000003127 株式会社吉川工務店 代表取締役 吉川　幸輝 岐阜県中津川市小川町２－８ ﾖｼｶﾜｺｳﾑﾃﾝ

000003310 吉田建設株式会社 代表取締役 竹上　亀代司 岐阜県可児市今渡１８５２ ﾖｼﾀﾞｹﾝｾﾂ

000012432 吉田工機株式会社 代表取締役 吉田　達巳 愛知県名古屋市港区新茶屋５丁目３０１１番地 ﾖｼﾀﾞｺｳｷ

000037138 吉永建設工業株式会社 代表取締役 吉永　健太郎 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚２８７番地２ ﾖｼﾅｶﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞﾖｳ

000003302 吉村造園土木株式会社 代表取締役 吉村　清隆 岐阜県岐阜市柳津町上佐波２丁目２７６番地 ﾖｼﾑﾗｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

000013705 米沢電気工事株式会社　名古屋支店 取締役員支店長 高山　邦史 愛知県名古屋市中村区鴨付町２－４ ﾖﾈｻﾞﾜﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

000001182 ライト工業株式会社　岐阜営業所 所長 西本　和彦 岐阜県岐阜市茜部菱野１丁目６５番地２ ﾗｲﾄｺｳｷﾞﾖｳ

000003747 ラサ商事株式会社 代表取締役社長 井村　周一 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目１１番５号 ﾗｻｼﾖｳｼﾞ

000004951 株式会社ＬＤＳ 代表取締役 古賀　禎彦 愛知県春日井市松河戸町３丁目１１番地１０ ﾗﾃﾞｲｽ

000003678 理水化学株式会社　名古屋支店
取締役名古屋支店
長

風間　史朗 愛知県名古屋市中村区則武１ー３ー８ ﾘｽｲｶｶﾞｸ

000034423 株式会社リュウセイ 代表取締役 渡辺　康司 岐阜県安八郡安八町森部２４１６－１ ﾘﾕｳｾｲ

000001232 りゅうでん株式会社 代表取締役 松田　英文 岐阜県岐阜市日置江２－８５－１ ﾘﾕｳﾃﾞﾝ

000020946 菱和エアコン株式会社　岐阜営業所 所長 小津　貴之 岐阜県岐阜市薮田東１―４―１１ ﾘﾖｳﾜｴｱｺﾝ

000003393 りんかい日産建設株式会社　名古屋支店 支店長 柳澤　保 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目１６番３０号 ﾘﾝｶｲﾆﾂｻﾝｹﾝｾﾂ

000045116 株式会社令和フォレスト 代表取締役 大矢　利美 各務原市那加西市場町５－５１－６ ﾚｲﾜﾌｵﾚｽﾄ
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000016248 ロイヤル電気産業株式会社 代表取締役 廣瀬　英樹 岐阜県瑞穂市別府２７６ ﾛｲﾔﾙﾃﾞﾝｷｻﾝｷﾞﾖｳ

000028840 株式会社ワイエス・コーポレーション 代表取締役 中尾　正邦 岐阜県岐阜市茜部新所３丁目７３番地 ﾜｲｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼﾖﾝ

000033093 株式会社ワイズ 代表取締役 吉田　浩二 岐阜県大垣市外渕１―８７―１ ﾜｲｽﾞ

000001282 有限会社脇田組 代表取締役 脇田　量普 各務原市那加前野町３丁目２番地 ﾜｷﾀｸﾞﾐ

000003275 和光通信株式会社 代表取締役 森本　豊 岐阜県岐阜市菅生７丁目３番２４号 ﾜｺｳﾂｳｼﾝ

000003103 株式会社渡辺組 代表取締役 渡辺　博邦 岐阜県海津市海津町高須町７２０番地の１ ﾜﾀﾅﾍﾞｸﾞﾐ

000003354 渡辺建設株式会社 代表取締役 林　澄雄 岐阜県岐阜市下川手１４０番地１ ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝｾﾂ

000000190 株式会社渡辺工業 代表取締役 渡邉　邦彦 岐阜県岐阜市北野東５１９ ﾜﾀﾅﾍﾞｺｳｷﾞﾖｳ

000004004 株式会社渡辺工務店 代表取締役 渡辺　秀司 岐阜県岐阜市西玉宮町１丁目１１番地 ﾜﾀﾅﾍﾞｺｳﾑﾃﾝ

000042580 株式会社ワタミ 代表取締役 渡辺　重孝 岐阜県安八郡安八町牧３３１６－１ ﾜﾀﾐ


