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工事（株）地建防災 代表取締役 成田　聡5
ちけんぼうさい 058-384-9341

岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町４ー７

工事日本国土開発（株）名古屋支店 支店長 松本　英孝7
にほんこくどかいはつ　なごやしてん 052-971-8136

愛知県名古屋市東区白壁１丁目４５番地白壁ビル

工事飛騨建設（株） 代表取締役 林　誠8
ひだけんせつ 0577-34-1211

岐阜県高山市初田町３丁目４５番地２

工事（株）可茂道路 代表取締役 荒屋　慎二10
かもどうろ 0574-62-9391

岐阜県可児市川合１９９ー４

工事大興建設（株）岐阜支店 専務取締役支店長 渡辺　隆吾17
たいこうけんせつ　ぎふしてん 0586-89-4455

岐阜県各務原市川島松倉町字上ノ島２２０６番地３

工事弘明電気工業（株） 代表取締役 渡邉　光則20
こうめいでんきこうぎよう 0574-25-2801

岐阜県美濃加茂市本郷町６ー１１ー１４

工事名工建設（株） 代表取締役社長 松野　篤二21
めいこうけんせつ 052-589-1501

愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号

工事岐南興業（株） 代表取締役 尾崎　泰博22
ぎなんこうぎよう 058-273-2121

岐阜県岐阜市加納黒木町２ー４６

工事亀井建設（株） 代表取締役 亀井　哲司23
かめいけんせつ 0574-62-8880

岐阜県可児市瀬田823

工事（株）カミノ 代表取締役 天野　敏彦24
かみの 058-391-6616

岐阜県羽島市竹鼻町丸の内１０ー７７

工事長永スポーツ工業（株）中部支店 支店長 那須田　圭伸27
ちょうえいすぽーつこうぎょう　ちゆうぶしてん 052-746-8110

愛知県名古屋市中川区露橋２ー２３ー２０

工事（株）鳴海組 代表取締役 鳴海　宏樹34
なるみぐみ 0573-65-2662

岐阜県中津川市手賀野３３５ー１

工事中日本防水（株） 代表取締役 田中　祥則35
なかにほんぼうすい 058-229-5548

岐阜県岐阜市太郎丸野田１３０

工事（株）五味塗工店 代表取締役 五味　広行36
ごみとこうてん 058-296-3867

岐阜県岐阜市大福町６丁目３９番地２

工事（株）中京スポーツ施設 代表取締役 正治　美知子38
ちゅうきょうすぽーつしせつ 0561-53-1111

愛知県尾張旭市狩宿新町２丁目２７番地

工事馬瀬建設（株） 代表取締役 森本　繁司40
まぜけんせつ 0576-47-2231

岐阜県下呂市馬瀬名丸２８番地３
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工事長野電気工事（株） 代表取締役 長野　鉄司43
ながのでんきこうじ 058-273-3611

岐阜県岐阜市宇佐東町５ー５ー１０１

工事（有）山田塗装 代表取締役 山田　謙一45
やまだとそう 0574-26-1603

岐阜県美濃加茂市西町６ー６４

工事石黒体育施設（株） 代表取締役 石黒　和重46
いしぐろたいいくしせつ 052-757-4030

愛知県名古屋市千種区春岡２ー２７ー１８

工事奥村電気工事（株） 代表取締役 奥村　健太郎47
おくむらでんきこうじ 0572-55-3026

岐阜県土岐市泉町久尻５２ー１

工事近藤電気工業（株） 代表取締役 山内　久和48
こんどうでんきこうぎよう 0573-25-5308

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１

工事シブヤパイピング工業（株）岐阜支店 支店長 林　昌弘49
しぶやぱいぴんぐこうぎょう　ぎふしてん 058-248-6757

岐阜県岐阜市日野北１丁目３番３２号

工事りゅうでん（株） 代表取締役 松田　英文50
りゆうでん 058-279-0481

岐阜県岐阜市日置江２ー８５ー１

工事太陽工業（株） 代表取締役 岡崎　時彦52
たいようこうぎょう 0585-45-7111

岐阜県揖斐郡池田町八幡１０４１

工事（株）フソウ　名古屋支店 支店長 赤松　淳平53
ふそう　なごやしてん 052-369-2581

愛知県名古屋市中川区広住町５番２２号

工事（株）中部レキセイ　岐阜営業所 所長 渡邊　直樹55
ちゅうぶれきせい　ぎふえいぎょうしょ 0572-24-1313

岐阜県多治見市大畑町６ー２２ー１

工事東海ペイント（株） 代表取締役 河村　俊治57
とうかいぺいんと 058-246-4606

岐阜県岐阜市織田塚町１ー９ー６

工事三建塗装工業（株） 代表取締役 伊藤　大輔58
さんけんとそうこうぎよう 058-231-1144

岐阜県岐阜市学園町１ー４

工事西濃建設（株） 代表取締役社長 宗宮　郷62
せいのうけんせつ 0585-22-1221

岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野１２８

工事岐建（株） 代表取締役社長 木村　志朗63
ぎけん 0584-81-2121

岐阜県大垣市西崎町２ー４６

工事青葉工業（株）岐阜営業所 所長 東條　正明64
あおばこうぎょう　ぎふえいぎようしよ 0574-61-0240

岐阜県可児市塩１１４１ー１

工事金子工業（株） 代表取締役社長 金子　健一郎65
かねここうぎょう 0576-52-1811

岐阜県下呂市萩原町萩原１５００
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工事（株）淺沼組　名古屋支店 執行役員支店長 長谷川　清66
あさぬまぐみ　なごやしてん 052-571-8464

愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目３番４４号

工事日東工業（株） 代表取締役 南谷　茂伸67
にっとうこうぎょう 058-398-5137

岐阜県羽島市堀津町３８２

工事山田土建（株） 代表取締役 田口　義孝68
やまだどけん 0574-78-3125

岐阜県加茂郡東白川村神土７８８

工事（株）御嵩重機建設 代表取締役 吉田　廣敏69
みたけじゆうきけんせつ 0574-67-3197

岐阜県可児郡御嵩町比衣４３３

工事昭和コンクリート工業（株） 代表取締役 村瀬　大一郎70
しようわこんくりーとこうぎよう 058-255-3337

岐阜県岐阜市香蘭１ー１

工事イビデングリーンテック（株） 代表取締役社長 坂井　隆71
いびでんぐりーんてつく 0584-81-6111

岐阜県大垣市河間町３ー５５

工事（株）田口組 代表取締役 渡辺　弘幸73
たぐちぐみ 0574-25-2750

岐阜県美濃加茂市本郷町８ー１ー９

工事（株）吉川組　可児営業所 所長 吉川　幹久74
よしかわぐみ　かにえいぎょうしょ 0574-62-2885

岐阜県可児市広見字八反田１９２０番地

工事（株）ニシノ 代表取締役 安江　孝文75
にしの 0574-75-2136

岐阜県加茂郡白川町坂ノ東５７３９番地

工事横山工業（株） 代表取締役 横山　英樹76
よこやまこうぎよう 0574-64-1433

岐阜県可児市大森１５３０ー２

工事西松建設（株）中部支店 執行役員支店長 白石　明77
にしまつけんせつ　ちゅうぶしてん 052-931-8474

愛知県名古屋市東区泉二丁目２７番１４号

工事森電気工事（株） 代表取締役 森　陽子78
もりでんきこうじ 0572-22-3036

岐阜県多治見市池田町４ー３７

工事杉浦電気工事（株） 代表取締役 杉浦　晃82
すぎうらでんきこうじ 0576-25-2141

岐阜県下呂市森２３２４

工事（株）丸高 代表取締役 加藤　正徳83
まるたか 0574-53-6100

岐阜県加茂郡川辺町鹿塩２９６ー１

工事協和建設（株） 代表取締役 堀　英哲85
きようわけんせつ 058-383-7033

岐阜県各務原市神置町３ー５

工事（株）郡上電気 代表取締役 青木　輝道86
ぐじようでんき 0575-65-2378

岐阜県郡上市八幡町小野３ー８ー２７
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工事塚本産業（株） 代表取締役 塚本　雄一郎87
つかもとさんぎよう 0574-26-7511

岐阜県美濃加茂市本郷町３丁目１６番地７

工事伊藤建設（株） 代表取締役 伊藤　和政89
いとうけんせつ 0574-25-3704

岐阜県加茂郡坂祝町酒倉２２１９ー４

工事共和通信（株） 代表取締役 服部　信彦90
きょうわつうしん 058-231-6212

岐阜県岐阜市早田東町６ー２８

工事（株）イシイ 代表取締役 中嶋　浩二91
いしい 0584-89-5425

岐阜県大垣市本今６ー５８

工事（株）協和安全 代表取締役 坪井　一平94
きょうわあんぜん 0585-45-6711

岐阜県揖斐郡池田町片山２２７７ー２

工事（株）小栗電気工事 代表取締役 小栗　信夫96
おぐりでんきこうじ 0572-57-6363

岐阜県土岐市下石町８１

工事（有）正村工建 代表取締役 正村　洋三98
まさむらこうけん 0572-59-2087

岐阜県土岐市駄知町１４１３ー１

工事セントラル建設（株）可児営業所 所長 前田　竜典100
せんとらるけんせつ　かにえいぎょうしょ 0574-63-2953

岐阜県可児市広見二丁目４３番地

工事岐濃建設（株） 代表取締役 中島　達二102
ぎのうけんせつ 0572-21-3180

岐阜県多治見市若松町４丁目２８番地の１

工事小境電気工事（株）可児営業所 所長 加藤　良浩107
こざかいでんきこうじ　かにえいぎょうしょ 0574-64-2133

岐阜県可児市桜ヶ丘３ー２

工事川重冷熱工業（株）中日本支社 支社長 高畑　輝彦110
かわじゅうれいねつこうぎょう　なかにほんししゃ 052-509-1850

愛知県名古屋市西区市場木町３９０番地ミユキアネックス２

工事足立工業（株）岐阜営業所 所長 近澤　敦111
あだちこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 058-272-2455

岐阜県岐阜市加納新本町３丁目１番地１

工事名光電気工事（株） 代表取締役 ＊見　和宏113
めいこうでんきこうじ 058-271-5741

岐阜県岐阜市中鶉２ー２８ー１

工事（株）中日本ランドスケープ 代表取締役 土屋　雅裕114
なかにほんらんどすけーぷ 058-327-6601

岐阜県瑞穂市十九条２６１

工事富士古河Ｅ＆Ｃ（株）中部支社 支社長 田中　正樹115
ふじふるかわいーあんどしー　ちゅうぶししゃ 052-452-8500

愛知県名古屋市中村区太閤３ー１ー１８

工事（株）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116
じーえすゆあさふぃーるでぃんぐす　ちゅうぶしてん 052-741-4430

愛知県名古屋市千種区今池５ー１ー５
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工事スポーツサーフェス（株）大阪営業所 所長 武藤　太118
すぽーつさーふぇす　おおさかえいぎょうしょ 06-4390-5074

大阪府大阪市西区立売堀１ー１１ー１７

工事（株）石垣　名古屋支店 支店長 川原田　純也119
いしがき　なごやしてん 052-218-2650

愛知県名古屋市中区錦２ー４ー３

工事（株）森田鉄工所　名古屋営業支店 支店長 乾　宏誠120
もりたてっこうしょ　なごやえいぎょうしてん 052-856-0423

愛知県名古屋市昭和区広路通１ー１２

工事（株）林工務店 代表取締役 林　俊宏121
はやしこうむてん 0577-34-0341

岐阜県高山市江名子町３２４６番地１１

工事（株）日立ビルシステム　中部支社 支社長 井藤　研晋122
ひたちびるしすてむ　ちゅうぶししゃ 052-211-7257

愛知県名古屋市中区栄三丁目１７番１２号

工事山一電気（株） 代表取締役 山田　宣幸124
やまいちでんき 058-251-6803

岐阜県岐阜市坂井町２ー８

工事サンテック（株） 代表取締役 畑中　謙吾125
さんてつく 0575-82-3022

岐阜県郡上市白鳥町白鳥１０５６ー１

工事（株）小野電気商会 代表取締役 小野　倉可128
おのでんきしようかい 0584-66-2373

岐阜県海津市平田町今尾１８２６ー１

工事（株）佐藤渡辺　萩原営業所 所長 熊＊　忠晴129
さとうわたなべ　はぎわらえいぎょうしょ 0576-54-1129

岐阜県下呂市萩原町野上１７２５ー２

工事三井住友建設（株）中部支店 執行役員支店長 田中　邦佳130
みついすみともけんせつ　ちゅうぶしてん 052-251-8182

愛知県名古屋市中区栄四丁目３番２６号

工事佐藤工業（株）名古屋支店 執行役員支店長 廣橋　亙131
さとうこうぎょう　なごやしてん 052-962-7288

愛知県名古屋市東区泉１ー２ー３

工事（株）木の国 代表取締役社長 遠藤　雅樹132
きのくに 058-231-5112

岐阜県岐阜市八代２ー７ー１９

工事（株）松野組 代表取締役 松野　守男133
まつのぐみ 058-327-3200

岐阜県瑞穂市穂積１３３０

工事ウノインフラプランテック（株） 代表取締役 宇野　春彦134
うのいんふらぷらんてっく 058-231-6438

岐阜県岐阜市白菊町６ー１３

工事杉山建設（株） 代表取締役 杉山　文康135
すぎやまけんせつ 058-323-1331

岐阜県本巣市海老４３０番地

工事（株）トーエネック　加茂営業所 所長 角　信吾137
とーえねっく　かもえいぎょうしょ 0574-26-2131

岐阜県美濃加茂市山之上町字池下１００８ー５
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工事（株）鶴見製作所　中部支店 支店長 松田　章治139
つるみせいさくしょ　ちゅうぶしてん 052-481-8181

愛知県名古屋市中村区牛田通２ー１９

工事飛島建設（株）岐阜営業所 所長 藤本　英哲140
とびしまけんせつ　ぎふえいぎょうしょ 058-215-7435

岐阜県岐阜市金町八丁目２６

工事（有）アテインムライ 代表取締役 村井　光生142
あていんむらい 0575-22-9432

岐阜県関市春里町２ー１ー３３

工事栗本建設工業（株）名古屋支店 執行役員支店長 福岡　秀夫143
くりもとけんせつこうぎょう　なごやしてん 052-228-2137

愛知県名古屋市中区栄二丁目１５番６号岩田ビル内

工事機動建設工業（株）名古屋支店 支店長 永田　知144
きどうけんせつこうぎょう　なごやしてん 052-528-1911

愛知県名古屋市西区城西４丁目２８番１８号清光ビル

工事小野電産業（株） 代表取締役社長 小野　史宏145
おのでんさんぎょう 0584-89-1621

岐阜県大垣市築捨町４ー３８ー３

工事和光通信（株） 代表取締役 森本　豊146
わこうつうしん 058-233-1763

岐阜県岐阜市菅生７ー３ー２４

工事（株）コンステック　名古屋支店 支店長 澁谷　徹148
こんすてっく　なごやしてん 052-212-9010

愛知県名古屋市中区丸の内３の２１の２５

工事（株）天野建設 代表取締役 天野　和孝149
あまのけんせつ 0574-67-1553

岐阜県可児郡御嵩町中切９６０ー１

工事（株）郷鉄工所 代表取締役 林　直樹150
ごうてつこうしよ 0584-22-1122

岐阜県不破郡垂井町表佐字大持野５８の２

工事市原産業（株） 代表取締役 市原　俊享153
いちはらさんぎよう 0574-62-3926

岐阜県可児市川合２７４９ー９

工事東海防水（株） 代表取締役 丹羽　暁156
とうかいぼうすい 058-271-4799

岐阜県岐阜市清上沼７５４

工事（株）乃一 代表取締役 乃一　剛英157
のいち 052-882-2288

愛知県名古屋市昭和区円上町１ー１

工事（株）大装 代表取締役 大森　克也159
だいそう 0576-54-1104

岐阜県下呂市萩原町宮田１４７８ー１

工事（有）ノーヒデンキ 代表取締役 山本　哲也160
のーひでんき 0575-88-2058

岐阜県郡上市大和町剣３２１ー１

工事道家工業（株） 代表取締役 道家　忠広162
どうけこうぎょう 058-271-3322

岐阜県岐阜市茜部辰新１ー８８ー１
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業 者 一 覧 表

業 者 連 番
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氏名漢字 代表者

氏名カナ 電話番号
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業種

申請外
法 人 番 号

令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事（株）マルエス産業 代表取締役 酒井　良郎163
まるえすさんぎよう 0572-55-1285

岐阜県土岐市泉町河合８１９ー２

工事東海リース（株）名古屋支店 支店長 滝川　敬之164
とうかいりーすかぶしきがいしゃ　なごやしてん 052-261-1821

愛知県名古屋市中区栄三丁目３２番２０号

工事（株）ヤマグチ建設 代表取締役 山口　清季165
やまぐちけんせつ 0574-73-1425

岐阜県加茂郡白川町切井２８５８ー１

工事日特建設（株）岐阜営業所 所長 熊木　敏夫166
にっとくけんせつ　ぎふえいぎょうしょ 058-275-0206

岐阜県岐阜市六条南三丁目６番４号

工事日本コムシス（株）東海支店 支店長 尾＊　友彦167
にっぽんこむしす　とうかいしてん 052-219-3311

愛知県名古屋市中区栄２ー１０ー１

工事中部ライン（株） 代表取締役 毛利　邦夫168
ちゆうぶらいん 058-326-6649

岐阜県瑞穂市稲里大西６５４ー５

工事太啓建設（株） 代表取締役 大矢　伸明170
たいけいけんせつ 0565-31-1271

愛知県豊田市東梅坪町１０丁目３番地３

工事（株）加藤建設 代表取締役社長 加藤　明171
かとうけんせつ 0567-95-2181

愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場１９番地の１

工事（株）ヒビ 代表取締役 日比　英輝172
ひび 0584-32-1222

岐阜県養老郡養老町直江６１３ー１

工事理水化学（株）名古屋支店 取締役名古屋支店長 風間　史朗173
りすいかがく　なごやしてん 052-452-2181

愛知県名古屋市中村区則武１ー３ー８野村新名古屋ビル

工事石原電機工業（株） 代表取締役 石原　昭弘175
いしはらでんきこうぎよう 0573-68-5577

岐阜県中津川市千旦林１１８ー８４

工事（株）巴ルーフィング 代表取締役 榎本　克巳179
ともえるーふぃんぐ 058-233-1518

岐阜県岐阜市鷺山東１丁目４番１８号

工事（株）ＬＤＳ 代表取締役 古賀　禎彦180
らでぃす 0568-84-9229

愛知県春日井市松河戸町３丁目１１番地１０

工事中部興業（株） 代表取締役 長谷川　嘉彦181
ちゅうぶこうぎょう 0574-48-2121

岐阜県加茂郡七宗町上麻生２３３６番地

工事日産工業（株）美濃加茂営業所 所長 熊崎　潔182
にっさんこうぎょう　みのかもえいぎょうしょ 0574-27-2064

岐阜県美濃加茂市森山町４ー３ー１３

工事（株）中部技研 代表取締役 田中　直樹185
ちゅうぶぎけん 0572-22-7063

岐阜県多治見市新富町２ー１６
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業 者 一 覧 表

業 者 連 番

住所

氏名漢字 代表者

氏名カナ 電話番号
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業種

申請外
法 人 番 号

令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事東和電気工事（株） 取締役社長 ＊永　栄一186
とうわでんきこうじ 052-471-4131

愛知県名古屋市中村区千成通１ー２２

工事（株）新興設備 代表取締役 奥村　博之187
しんこうせつび 0574-62-4038

岐阜県可児市広見１９３６

工事岩間造園（株） 代表取締役 岩間　紀久裕188
いわまぞうえん 052-851-7161

愛知県名古屋市瑞穂区中山町６ー３ー２

工事藤吉工業（株） 代表取締役社長 加藤　靖始189
ふじよしこうぎよう 052-451-8261

愛知県名古屋市中村区太閤４丁目２番８号

工事（株）岩城 代表取締役 文城　弘190
いわき 0574-64-2315

岐阜県可児市柿下２ー１

工事りんかい日産建設（株）名古屋支店 支店長 柳澤　保192
りんかいにっさんけんせつ　なごやしてん 052-561-5451

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目１６番３０号

工事（株）加藤組 代表取締役 加藤　芳晴193
かとうぐみ 0572-22-1622

岐阜県多治見市若松町１ー１２ー５

工事山岡電気工事（株） 代表取締役 勝　佳尉194
やまおかでんきこうじ 0573-56-3053

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５

工事（株）安藤・間　岐阜営業所 所長 副島　英宏196
あんどう・はざま　ぎふえいぎょうしょ 058-215-5505

岐阜県岐阜市清住町一丁目四番地

工事東急建設（株）名古屋支店 執行役員支店長 佐藤　順一200
とうきゅうけんせつ　なごやしてん 052-957-5812

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番２４号

工事名菱電子（株）岐阜支店 支店長 中垣　潤也201
めいりょうでんし　ぎふしてん 058-216-0200

岐阜県岐阜市八ツ寺町１丁目９番地

工事一松電気工事（株） 代表取締役 平山　泰行205
いちまつでんきこうじ 058-239-9571

岐阜県岐阜市則松５ー１１６ー２

工事（株）讃建 代表取締役 星屋　俊人206
さんけん 0576-32-3182

岐阜県下呂市金山町金山３２５５ー１

工事（有）太田ペイント塗装 代表取締役 高垣　守宏207
おおたぺいんととそう 0574-25-2574

岐阜県可児市土田３６９９ー１

工事（株）松波テクノ 代表取締役 澤田　栄造208
まつなみてくの 058-232-3171

岐阜県岐阜市長良福光１４７番地３

工事福永建設（株） 代表取締役 正　大助209
ふくながけんせつ 0574-62-8995

岐阜県可児市広見４ー１１

    8 / 62



業 者 一 覧 表

業 者 連 番

住所

氏名漢字 代表者

氏名カナ 電話番号

基準年度

業種

申請外
法 人 番 号

令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事戸田建設（株）岐阜営業所 所長 江上　康高210
とだけんせつ　ぎふえいぎょうしょ 058-272-2302

岐阜県岐阜市加納本町７丁目３５番地１

工事小林工業（株） 代表取締役 小林　司朗211
こばやしこうぎょう 0574-25-2259

岐阜県可児市土田２０６０

工事（有）土岐塗装 代表取締役 早矢仕　栄次212
ときとそう 0572-54-1975

岐阜県土岐市泉大島町２ー１２

工事（株）三晃空調　名古屋支店 支店長 田中　良治215
さんこうくうちょう　なごやしてん 052-581-8571

愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号

工事（株）原電気商会 代表取締役 平山　泰行216
はらでんきしょうかい 0573-65-2093

岐阜県中津川市中津川８３７ー１５

工事王春工業（株）岐阜営業所 所長 所　元昭217
おうしゅんこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 0572-22-4687

岐阜県多治見市池田町６ー７０

工事ＮＥＣネッツエスアイ（株）岐阜営業所 所長 真井　隆218
えぬいーしーねっつえすあい　ぎふえいぎょうしょ 058-263-6945

岐阜県岐阜市金町６丁目６

工事大日本土木（株） 代表取締役社長 馬場　義雄220
だいにつぽんどぼく 058-277-5222

岐阜県岐阜市宇佐南１ー３ー１１

工事岐阜北建設（株） 代表取締役 森　惇郎221
ぎふきたけんせつ 058-229-1300

岐阜県岐阜市茂地２１４

工事（株）末武造園土木 代表取締役 末武　智博222
すえたけぞうえんどぼく 0574-26-4416

岐阜県美濃加茂市下米田町信友６９

工事日本車輌製造（株）輸機・インフラ本部営業第二部名古屋営業グル グループ長 保坂　治224
にっぽんしゃりょうせいぞう　ゆきいんふらほんぶえいぎょうだいにぶなごやえいぎょう 052-882-3320

愛知県名古屋市熱田区三本松町１番１号

工事高砂熱学工業（株）名古屋支店 理事支店長 谷口　雅之225
たかさごねつがくこうぎょう　なごやしてん 052-582-8401

愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号

工事（株）後藤塗装 代表取締役 後藤　正友228
ごとうとそう 058-232-5791

岐阜県岐阜市菅生７丁目５番２０号

工事（株）篠田製作所 代表取締役社長 篠田　圭司229
しのだせいさくしよ 058-266-8433

岐阜県岐阜市金園町３ー１９ー２

工事岐阜ＮＤＳ（株） 代表取締役 平野　靖尚230
ぎふえぬでぃえす 058-295-1071

岐阜県岐阜市北島二丁目３番２３号

工事末永電気（株） 代表取締役 末永　英司232
すえながでんき 0585-22-2148

岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原１１６ー３
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申請外
法 人 番 号

令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事（株）林組 代表取締役 林　広道233
はやしぐみ 0584-82-1637

岐阜県大垣市楽田町２ー１６３４ー１

工事板垣建設（株） 代表取締役 板垣　光公234
いたがきけんせつ 0573-56-3338

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３

工事田中電気工事（株） 代表取締役社長 田中　健司235
たなかでんきこうじ 0575-22-6222

岐阜県関市下有知４２４１ー１

工事岡田産業（株） 代表取締役 岡田　明彦236
おかださんぎょう 058-272-3000

岐阜県岐阜市宇佐南４ー１７ー１０

工事奥原建設（株） 代表取締役 奥原　小百合238
おくはらけんせつ 0577-32-0761

岐阜県高山市総和町３丁目１１１番地２

工事長谷川体育施設（株）岐阜営業所 所長 鬼頭　直人239
はせがわたいいくしせつ　ぎふえいぎょうしょ 058-275-5501

岐阜県岐阜市清７５５

工事シーキューブ（株） 代表取締役社長 久保園　浩明242
しーきゅーぶ 052-332-8000

愛知県名古屋市中区門前町１番５１号

工事（株）加藤組 代表取締役 加藤　大武243
かとうぐみ 058-387-0101

岐阜県羽島郡笠松町円城寺１４３３

工事（株）宇佐美組 代表取締役 宇佐美　憲邦244
うさみぐみ 0584-89-6611

岐阜県大垣市浅草１ー２８０

工事鐘建工業（株） 代表取締役 浅野　友之246
かねけんこうぎょう 058-389-3412

岐阜県各務原市那加岩地町３ー１２３

工事中部ニチレキ工事（株）岐阜営業所 所長 矢野　弘規247
ちゅうぶにちれきこうじ　ぎふえいぎょうしょ 058-274-8661

岐阜県岐阜市六条南１ー３ー１

工事朝日設備工業（株） 代表取締役 渡邊　直哉250
あさひせつびこうぎよう 058-231-5411

岐阜県岐阜市早田栄町４ー２８

工事（有）庭光造園 代表取締役 日比野　満紀251
にわみつぞうえん 0572-22-7953

岐阜県多治見市喜多町３ー１３

工事曙開発（株）美濃加茂支店 支店長 松田　幸雄254
あけぼのかいはつ　みのかもしてん 0574-26-1241

岐阜県美濃加茂市川合町３ー１ー８

工事（株）新東建設 代表取締役 加藤　照彦255
しんとうけんせつ 0575-24-1111

岐阜県関市東新町４ー９９ー２

工事イナガキ工業（株） 代表取締役 稲垣　善文257
いながきこうぎよう 0572-23-0335

岐阜県多治見市赤坂町１ー９０ー３

   10 / 62



業 者 一 覧 表

業 者 連 番
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氏名カナ 電話番号
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申請外
法 人 番 号

令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事荏原実業（株）中部営業所 所長 上野　長和258
えばらじつぎょう　ちゅうぶえいぎょうしょ 052-212-5220

愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目７番５号電波学園金山第１ビル

工事（株）竹中工務店　岐阜営業所 営業所長 鈴木　敏郎259
たけなかこうむてん　ぎふえいぎょうしょ 058-262-6645

岐阜県岐阜市金町六丁目６番地

工事（株）千代田組　中部支店 支店長 田中　堅詞260
ちよだぐみ　ちゅうぶしてん 052-231-8381

愛知県名古屋市中区錦１ー１３ー２６

工事愛岐工業（株） 代表取締役 江島　権司261
あいぎこうぎよう 058-389-3770

岐阜県各務原市上戸町３ー１６８

工事（株）東芝　中部支社 支社長 鈴木　明263
とうしば　ちゅうぶししゃ 052-528-1616

愛知県名古屋市西区名西２丁目３３番１０号

工事（有）長尾造園 代表取締役 長尾　純夫264
ながおぞうえん 0572-22-6400

岐阜県多治見市赤坂町３ー６０

工事前田建設工業（株）岐阜営業所 所長 伊藤　彰浩266
まえだけんせつこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 058-269-5077

岐阜県岐阜市金町八丁目１番地

工事（株）錢高組　名古屋支店 理事支店長 河野　和彦267
ぜにたかぐみ　なごやしてん 052-231-7631

愛知県名古屋市中区丸の内１丁目１４番１３号

工事ＮＤＳ（株）岐阜支店 支店長 大西　秀隆270
えぬでぃーえす　ぎふしてん 058-234-1212

岐阜県岐阜市西改田字川向１６４番地

工事東海道路（株） 代表取締役 木戸　邦毅272
とうかいどうろ 0573-62-1968

岐阜県中津川市駒場字後洞１４５７番地の１３

工事（株）飛鳥　岐阜支店 支店長 山崎　千秋273
あすか　ぎふしてん 0577-36-3131

岐阜県高山市山田町１３８２番地３３

工事（株）中嶋設備 代表取締役 中嶋　浩紀275
なかしませつび 0574-25-2775

岐阜県美濃加茂市森山町３ー１２ー１０

工事大脇建設（株） 代表取締役 大脇　健太郎277
おおわきけんせつ 0574-72-1005

岐阜県加茂郡白川町河岐１８９７ー１

工事山＊工業（株） 代表取締役 古川　洋司279
やまざきこうぎょう 0584-55-0797

岐阜県海津市南濃町山崎９６９ー１

工事桂川電気産業（株） 代表取締役 桂川　生寛280
かつらがわでんきさんぎょう 0574-26-3225

岐阜県美濃加茂市加茂川町２ー１ー２

工事（株）高垣組 代表取締役 信田　清久281
たかがきぐみ 0575-65-2137

岐阜県郡上市八幡町旭１０３５
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工事（株）内田商会 代表取締役 内田　譲二282
うちだしょうかい 058-233-8500

岐阜県岐阜市池ノ上町４丁目６番地

工事（株）安部日鋼工業 代表取締役 井手口　哲朗283
あべにっこうこうぎょう 058-271-2092

岐阜県岐阜市六条大溝３ー１３ー３

工事東亜道路工業（株）岐阜出張所 所長 大谷　直弘284
とうあどうろこうぎょう　ぎふしゅっちょうじょ 0572-67-4061

岐阜県瑞浪市土岐町６０５３ー１

工事（株）フジタ　名古屋支店 上席執行役員支店長 渡辺　伸286
ふじた　なごやしてん 052-259-6010

愛知県名古屋市中区新栄２ー１ー９

工事タイガー電気（株） 代表取締役 伊藤　博和287
たいがーでんき 0584-22-2723

岐阜県不破郡垂井町栗原１２６５ー１５

工事（株）藤本組 代表取締役 松島　祥久288
ふじもとぐみ 0572-22-3165

岐阜県多治見市小田町５ー１

工事（株）荏原製作所　中部支社 支社長 植田　康裕290
えばらせいさくしょ　ちゅうぶししゃ 052-446-6762

愛知県名古屋市西区菊井二丁目２２番７号

工事吉田建設（株） 代表取締役 竹上　亀代司291
よしだけんせつ 0574-62-1521

岐阜県可児市今渡１８５２

工事新明和工業（株）流体事業部営業本部中部支店 支店長 山下　淳294
しんめいわこうぎょう　りゅうたいじぎょうぶえいぎょうほんぶちゅうぶしてん 052-231-2201

愛知県名古屋市中区大須１ー７ー１１

工事日立造船（株）中部支社 支社長 西川　佳成295
ひたちぞうせん　ちゅうぶししゃ 052-581-0161

愛知県名古屋市中村区名駅南１ー２４ー３０

工事（株）共亮興業 代表取締役 中川　良美296
きようりようこうぎよう 0584-74-7313

岐阜県大垣市三塚町３８２番地５

工事平井工業（株） 代表取締役 平井　利金297
ひらいこうぎょう 058-392-3588

岐阜県羽島市足近町直道５７８

工事トーテックアメニティ（株）岐阜事業所 所長 大橋　卓也298
とーてっくあめにてぃ　ぎふじぎょうしょ 058-262-1101

岐阜県岐阜市吉野町６ー６

工事石川設電（株） 代表取締役 石川　時久299
いしかわせつでん 0584-22-3111

岐阜県不破郡垂井町綾戸５４５

工事荏原商事（株）中部支社 支社長 山本　和正300
えばらしょうじ　ちゅうぶししゃ 052-561-1700

愛知県名古屋市中村区名駅１ー１ー４

工事アプロ通信（株）東濃営業所 所長 酒井　秀和301
あぷろつうしん　とうのうえいぎょうしょ 0574-64-3323

岐阜県可児市久々利田中１９３３ー３
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工事（株）丸和建設 代表取締役 玉木　伸和302
まるわけんせつ 0574-26-2687

岐阜県美濃加茂市下米田町信友４８２

工事新興建設（株） 代表取締役 田中　勝也304
しんこうけんせつ 0572-22-1386

岐阜県多治見市陶元町６１

工事（株）田中建設 代表取締役 佐藤　良平305
たなかけんせつ 058-392-2971

岐阜県羽島市福寿町間島７ー９

工事西日本電信電話（株）岐阜支店 支店長 児玉　美奈子307
にしにほんでんしんでんわ　ぎふしてん 058-216-5210

岐阜県岐阜市梅ケ枝町二丁目３１番地

工事岐東管財（株） 代表取締役 嵯峨　伸典308
ぎとうかんざい 0574-67-0640

岐阜県可児郡御嵩町中切１２０５

工事東栄電業（株） 代表取締役社長 澤田　昭一310
とうえいでんぎょう 058-247-4331

岐阜県岐阜市入舟町４ー３８ー１

工事（株）西村組 代表取締役 西村　正一312
にしむらぐみ 0575-22-6856

岐阜県関市豊岡町４ー３ー５

工事（有）丸北土木 代表取締役 佐藤　悦男313
まるきたどぼく 0574-43-2211

岐阜県加茂郡八百津町八百津４４８０ー３

工事新日本空調（株）名古屋支店 常務執行役員支店長 松浦　正志314
しんにつぽんくうちよう　なごやしてん 052-582-7531

愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目２４番３０号名古屋三井ビル本館

工事ショーボンド建設（株）名古屋支店 支店長 谷岡　大樹316
しょーぼんどけんせつ　なごやしてん 052-682-2461

愛知県名古屋市熱田区西野町２丁目７０

工事舘林建設（株） 代表取締役 舘林　道孝317
たてばやしけんせつ 0572-55-3131

岐阜県土岐市土岐津町土岐口１９５６

工事（株）日本空調岐阜　東濃営業所 所長 近藤　勝人319
にほんくうちょうぎふ　とうのうえいぎょうしょ 0572-54-1233

岐阜県土岐市泉町大富２０１ー１０

工事（株）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322
ふじつうぜねらる　ちゅうぶじょうほうつうしんねっとわーくえいぎょうぶ 052-775-2361

愛知県名古屋市名東区猪高台１ー１３１５

工事（株）ピーエス三菱　岐阜営業所 所長 川瀬　智義323
ぴーえすみつびし　ぎふえいぎょうしょ 058-268-7068

岐阜県岐阜市市橋４‐６‐７

工事（株）山中工務店 代表取締役 山中　浩324
やまなかこうむてん 0575-46-8116

岐阜県関市小瀬９５３番地１

工事（株）熊谷組　岐阜営業所 所長 相原　守人325
くまがいぐみ　ぎふえいぎょうしょ 058-201-6220

岐阜県岐阜市金町４ー３０
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工事日成ビルド工業（株）名古屋支店 支店長 松井　宣祥326
にっせいびるどこうぎょう　なごやしてん 052-533-4730

愛知県名古屋市中村区名駅南２ー１０ー２２

工事（有）三起電気工業 代表取締役 矢島　智洋327
みつきでんきこうぎよう 0574-27-1328

岐阜県美濃加茂市牧野１９５４ー３

工事（有）北村電設 代表取締役 北村　和重328
きたむらでんせつ 0574-25-7683

岐阜県加茂郡坂祝町酒倉７５６ー４０

工事（株）土屋電気商会 代表取締役 土屋　勤332
つちやでんきしようかい 0575-22-0528

岐阜県関市出来町２５

工事日章産業（株） 代表取締役 渡邊　圭子333
にっしょうさんぎょう 0572-21-3737

岐阜県多治見市栄町１ー６ー１

工事（株）山岡興業 代表取締役 山岡　潔335
やまおかこうぎよう 0574-25-8133

岐阜県可児市土田５０３６

工事（株）ヤマウラ 代表取締役社長 山浦　正貴337
やまうら 0265-81-4311

長野県駒ヶ根市北町２２ー１

工事（株）川田電機工務店 代表取締役社長 川田　弘338
かわだでんきこうむてん 058-251-4978

岐阜県岐阜市吹上町６ー２５

工事（株）松本電気設備 代表取締役社長 松本　達339
まつもとでんきせつび 0572-23-5321

岐阜県多治見市光ケ丘２ー２９

工事川田建設（株）名古屋支店 執行役員支店長 石橋　憲二340
かわだけんせつ　なごやしてん 052-222-3310

愛知県名古屋市中区栄２ー４ー１

工事（株）吉川工務店 代表取締役 吉川　幸輝344
よしかわこうむてん 0573-66-1171

岐阜県中津川市小川町２ー８

工事（株）丸義ボーリング 代表取締役 畑中　義男347
まるよしぼーりんぐ 0575-88-2170

岐阜県郡上市大和町剣１５７２ー３

工事大東（株） 代表取締役社長 渡部　勝裕348
だいとう 058-276-6116

岐阜県岐阜市六条南３ー１４ー１

工事伸栄電設（株） 代表取締役社長 稲垣　康雄350
しんえいでんせつ 058-272-7262

岐阜県岐阜市下川手１６０ー６

工事第一工業（株）名古屋支店 執行役員支店長 都倉　通晴352
だいいちこうぎょう　なごやしてん 052-735-6151

愛知県名古屋市千種区今池三丁目１３番１３号

工事前澤工業（株）名古屋支店 支店長 大橋　達矢353
まえざわこうぎょう　なごやしてん 052-218-7691

愛知県名古屋市中区錦２ー１４ー２１
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工事ダイダン（株）岐阜営業所 所長 佐藤　美津男354
だいだん　ぎふえいぎょうしょ 058-265-8224

岐阜県岐阜市吉野町６ー１６

工事大井建設（株）恵那支店 執行役員支店長 後藤　登茂美356
おおいけんせつ　えなしてん 0573-25-4131

岐阜県恵那市長島町中野１００２ー１

工事篠田（株） 代表取締役 篠田　篤彦358
しのだ 058-214-3497

岐阜県岐阜市竜田町２ー２

工事山新商会 代表者 山内　新太郎359
やましんしょうかい 0574-43-1965

岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志１２８１ー１

工事大有建設（株）岐阜営業所 所長 平松　亨361
たいゆうけんせつ　ぎふえいぎょうしょ 058-240-0114

岐阜県岐阜市細畑１ー９ー２

工事ナブコドア（株）名古屋支店　保守サービス部 部長 今岡　辰文362
なぶこどあ　なごやしてん　ほしゅさーびすぶ 052-732-3281

愛知県名古屋市千種区今池４ー１５ー３

工事（株）ウォーターテック　名古屋営業所 担当部長 青木　一就363
うぉーたーてっく　なごやえいぎょうしょ 052-955-8612

愛知県名古屋市中区錦３丁目７番９号

工事管清工業（株）岐阜営業所 所長 久保　康成364
かんせいこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 058-275-4251

岐阜県岐阜市城東通３―１７―２

工事セキスイ管工（株） 代表取締役 和田　範之365
せきすいかんこう 0574-62-6014

岐阜県可児市川合２３４８ー１

工事（株）西武管商　中濃店 常務取締役　執行役員 川島　一夏366
せいぶかんしょう　ちゅうのうてん 0574-24-7180

岐阜県美濃加茂市川合町４ー２ー１９

工事清水電設（株） 代表取締役 清水　剛368
しみずでんせつ 0574-26-8101

岐阜県美濃加茂市西町１丁目１６３

工事ユニオンテック（株） 代表取締役 安部　源太郎369
ゆにおんてっく 058-274-5361

岐阜県岐阜市中鶉１ー３０ー１

工事水道機工（株）名古屋支店 支店長 岡本　浩二370
すいどうきこう　なごやしてん 052-204-3411

愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１２号

工事（株）トーブ 代表取締役 星野　成人371
とーぶ 052-502-8211

愛知県名古屋市西区あし原町８６番地

工事美濃冷暖（株） 代表取締役 土本　徳和372
みのれいだん 0572-55-5352

岐阜県土岐市土岐口南町３ー２５

工事福田道路（株）岐阜営業所 所長 渡邊　聡373
ふくだどうろ　ぎふえいぎょうしょ 0572-27-3445

岐阜県多治見市大原町２丁目４６番地
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工事（株）鴻池組　岐阜営業所 所長 井平　敬374
こうのいけぐみ　ぎふえいぎょうしょ 058-264-3432

岐阜県岐阜市金園町１ー３ー３ー６Ａ

工事梅田建設（株） 代表取締役 梅田　一人375
うめだけんせつ 0574-62-1772

岐阜県可児市谷迫間３５１

工事清水建設（株）岐阜営業所 所長 岡島　康彦376
しみずけんせつ　ぎふえいぎょうしょ 058-262-8105

岐阜県岐阜市明徳町１０杉山ビル

工事大成建設（株）岐阜営業所 営業所長 平田　隆377
たいせいけんせつ　ぎふえいぎょうしょ 058-264-0630

岐阜県岐阜市金宝町２ー８マイルストーンズ

工事（株）大本組　名古屋支店 執行役員支店長 山廣　隆宏378
おおもとぐみ　なごやしてん 052-763-5151

愛知県名古屋市千種区池下１ー１０ー８

工事（株）弘光舎 代表取締役 小野　義明379
こうこうしゃ 0584-82-1111

岐阜県大垣市神田町１ー１

工事濃尾電機（株） 代表取締役 中島　浩貴380
のうびでんき 058-272-7211

岐阜県岐阜市宇佐南２ー３ー８

工事日本電気（株）東海支社 支社長 土門　俊雅382
にっぽんでんき　とうかいししゃ 052-222-2223

愛知県名古屋市中区錦１丁目１７番１号

工事北川工務（株） 代表取締役 北川　義将384
きたがわこうむ 0574-25-2323

岐阜県美濃加茂市西町５ー７１

工事ヒルムタ興業（株） 代表取締役 蛭牟田　悟385
ひるむたこうぎよう 0584-91-5433

岐阜県大垣市綾野２ー２１７

工事（株）高島衛生 代表取締役 高島　大助386
たかしまえいせい 058-248-0089

岐阜県岐阜市柳津町丸野４丁目８０番地

工事東洋建設（株）名古屋支店 執行役員支店長 小玉　友彦387
とうようけんせつ　なごやしてん 052-221-7301

愛知県名古屋市中区錦二丁目１２番１４号ＭＡＮＨＹＯ第一ビル５Ｆ

工事（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉388
えおねっくす 076-238-1181

石川県金沢市東蚊爪町１ー１９ー４

工事（株）福電事業 代表取締役 福井　富力男389
ふくでんじぎよう 0574-27-3101

岐阜県美濃加茂市本郷町７ー８７９ー１

工事共栄土木建築（株） 代表取締役 鷲見　泰宏390
きようえいどぼくけんちく 058-272-2139

岐阜県岐阜市城東通２ー２１ー２

工事上村建設（株） 代表取締役 上村　聖二392
うえむらけんせつ 058-324-2125

岐阜県本巣市上真桑１５５０ー１
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工事三和機電（株） 代表取締役 竹中　智一393
さんわきでん 058-246-0305

岐阜県羽島郡岐南町平成１ー５３

工事中央電気工事（株）岐阜営業所 所長 黒田　浩394
ちゅうおうでんきこうじ　ぎふえいぎょうしょ 058-371-1561

岐阜県各務原市那加信長町１ー８５

工事（株）市川工務店　可児営業所 所長 荒深　鎌作396
いちかわこうむてん　かにえいぎょうしょ 0574-62-8401

岐阜県可児市広見６３３番地マーキュリーアット３０１

工事ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 代表取締役社長 土屋　智義398
つちや 0584-81-5111

岐阜県大垣市神田町２ー５５

工事ＤＳ　ＴＯＫＡＩ（株） 代表取締役 大石　隆徳399
でぃえす　とうかい 0574-63-5551

岐阜県可児市今渡１１５５ー１

工事（株）日進建設 代表取締役 田口　正400
につしんけんせつ 0574-25-9895

岐阜県美濃加茂市下米田町為岡８８

工事（株）日立国際電気　岐阜営業所 所長 登島　庄蔵401
ひたちこくさいでんき　ぎふえいぎょうしょ 058-268-3963

岐阜県岐阜市薮田南一丁目５番１号

工事東朋テクノロジー（株） 代表取締役 富田　英之402
とうほうてくのろじー 052-251-7211

愛知県名古屋市中区栄３ー１０ー２２

工事松田リサイクル（株） 代表取締役 松田　良明404
まつだりさいくる 058-232-8009

岐阜県岐阜市西島町８ー８

工事佐伯綜合建設（株）可児支店 執行役員支店長 辻　博久405
さへきそうごうけんせつ　かにしてん 0574-63-1155

岐阜県可児市川合７０ー１

工事三菱電機ビルソリューションズ（株）中部支社　岐阜支店 支店長 水野　利一407
みつびしでんきびるそりゅーしょんず　ちゅうぶししゃ　ぎふしてん 058-253-8271

岐阜県岐阜市橋本町２ー２０

工事新菱冷熱工業（株）岐阜営業所 所長 都筑　勝408
しんりょうれいねつこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 058-265-1601

岐阜県岐阜市神田町９丁目２７番地

工事（株）大竹工務店 代表取締役 大竹　勇夫409
おおたけこうむてん 0574-25-2430

岐阜県可児市今渡３０１ー１２

工事松村工業（株） 代表取締役 松村　公夫410
まつむらこうぎよう 058-271-3912

岐阜県岐阜市薮田東１ー６ー５

工事三菱化工機（株）名古屋営業所 所長 山崎　雅彦411
みつびしかこうき　なごやえいぎょうしょ 052-931-0599

愛知県名古屋市東区葵３丁目１８番１７号

工事ミューズ建設（株） 代表取締役 土屋　邦彦412
みゅーずけんせつ 0574-75-2341

岐阜県加茂郡白川町坂ノ東５１３５
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業 者 一 覧 表

業 者 連 番
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氏名漢字 代表者

氏名カナ 電話番号
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業種

申請外
法 人 番 号

令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事大和リース（株）岐阜営業所 所長 奥野　俊輔413
だいわりーす　ぎふえいぎょうしょ 058-275-1601

岐阜県岐阜市薮田東２ー１ー６

工事田代工業（株） 代表取締役 田中　祥平414
たしろこうぎよう 058-232-0134

岐阜県岐阜市早田本町４ー１１

工事丸ス産業（株） 代表取締役 藤井　紳二415
まるすさんぎよう 0574-72-1318

岐阜県加茂郡白川町三川１２７０

工事名三工業（株）岐阜営業所 所長 松下　健一417
めいさんこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 058-213-3880

岐阜県岐阜市西川手七丁目２７番地

工事三愛物産（株）岐阜支店 支店長 柏木　博文421
さんあいぶつさん　ぎふしてん 058-276-8891

岐阜県岐阜市六条江東二丁目８番２４号

工事（有）マツダ 代表取締役 松田　浩一422
まつだ 0574-62-3611

岐阜県可児市川合２７３４ー２

工事（株）御井重機 代表取締役 森　賢司423
みいじゅうき 058-382-4999

岐阜県各務原市小佐野町５丁目９５番地３

工事白川電気土木（株） 取締役社長 坂本　英雄424
しらかわでんきどぼく 052-882-1271

愛知県名古屋市昭和区白金３丁目２１番５号

工事（株）丸平工業 代表取締役 福冨　重弘425
まるひらこうぎよう 058-252-1122

岐阜県岐阜市下奈良３丁目１番６号

工事東海鋼管（株）岐阜営業所 所長 三俣　康夫428
とうかいこうかん　ぎふえいぎょうしょ 058-259-3844

岐阜県岐阜市東興町４０

工事（株）保安企画 代表取締役 渡辺　勉430
ほあんきかく 058-227-3400

岐阜県羽島市舟橋町本町５丁目３２番地

工事近松建設（株） 代表取締役 近松　健夫431
ちかまつけんせつ 058-245-5656

岐阜県岐阜市雪見町１ー５

工事（株）トーヨー 代表取締役 大脇　俊明433
とーよー 058-327-1236

岐阜県瑞穂市野田新田３８８０

工事（株）國本起業 代表取締役 國本　吉男434
くにもときぎょう 0574-67-5808

岐阜県可児郡御嵩町古屋敷５４３番地１

工事山下技装（株） 代表取締役 山下　博之437
やましたぎそう 0577-34-5343

岐阜県高山市千島町１０７４番地３

工事東濃重機（株） 代表取締役 那須　政行438
とうのうじゆうき 0572-55-4369

岐阜県土岐市肥田町浅野字上ノ山１１０８―８３
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業 者 連 番
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氏名漢字 代表者

氏名カナ 電話番号
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業種

申請外
法 人 番 号

令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事寿美工業（株）岐阜営業所 所長 間宮　孝治441
すみこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 0574-24-2266

岐阜県美濃加茂市蜂屋台一丁目５番地１３

工事水ｉｎｇ（株）中部支店 支店長 八須　克雅442
すいんぐ　ちゅうぶしてん 052-212-8097

愛知県名古屋市中区新栄町２ー４

工事川北電気工業（株）岐阜営業所 所長 加藤　武司444
かわきたでんきこうぎよう　ぎふえいぎようしよ 058-267-0763

岐阜県岐阜市明徳町１０番地杉山ビル１階

工事長良工業（株） 代表取締役 柳原　望成445
ながらこうぎよう 058-279-5841

岐阜県岐阜市柳津町下佐波８ー４６

工事大野電気工事 事業主 大野　正博446
おおのでんきこうじ 0574-25-2465

岐阜県美濃加茂市太田町４２３２

工事奥アンツーカ（株）中部営業所 所長 岡田　誠己448
おくあんつーか　ちゅうぶえいぎょうしょ 059-325-7420

三重県四日市市西阿倉川１３６７番１５号

工事昭和造園土木（株）可茂営業所 所長 諏訪　稔彦449
しょうわぞうえんどぼく　かもえいぎようしよ 0574-25-0205

岐阜県美濃加茂市加茂川町２丁目２番１９号

工事（株）雄電社　名古屋支店 支店長 古野　徹451
ゆうでんしゃ　なごやしてん 052-251-4511

愛知県名古屋市中区千代田５丁目１３番３６号

工事中日コプロ（株）岐阜営業所 所長 近藤　久喜452
ちゅうにちこぷろ　ぎふえいぎょうしょ 058-249-6132

岐阜県岐阜市細畑６ー１ー１サンルート・ソロ２０１号

工事（株）大橋組 代表取締役 大橋　信之456
おおはしぐみ 0584-66-2623

岐阜県養老郡養老町大巻４５９０

工事（株）加地工務店 代表取締役 加地　宣彦458
かちこうむてん 0573-82-4131

岐阜県中津川市付知町６０５４番地

工事二幸エンジニアリング（株） 代表取締役 西口　明宏460
にこうえんじにありんぐ 058-275-2194

岐阜県岐阜市須賀４ー８ー２０

工事シンクレイヤ（株）中部北陸営業所 所長 榊原　真462
しんくれいや　ちゅうぶほくりくえいぎょうしょ 0574-62-2131

岐阜県可児市姫ヶ丘一丁目２０番地

工事マルワ（株） 代表取締役　 洞ノ口　一由463
まるわ 0574-24-1650

岐阜県美濃加茂市牧野２８７５

工事（有）中部塗装 代表取締役 高山　雄輔464
ちゅうぶとそう 0574-67-0176

岐阜県可児郡御嵩町御嵩５５０

工事吉村造園土木（株） 代表取締役 吉村　清隆465
よしむらぞうえんどぼく 058-279-0885

岐阜県岐阜市柳津町上佐波２ー２７６
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業 者 一 覧 表

業 者 連 番
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氏名漢字 代表者

氏名カナ 電話番号
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申請外
法 人 番 号

令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事木下建設（株）中津川営業所 所長 佐々木　利幸466
きのしたけんせつ　なかつがわえいぎょうしょ 0573-65-0089

岐阜県中津川市新町１ー１２

工事（株）ヤマシタ工務店 代表取締役 山下　健一468
やましたこうむてん 0575-88-2406

岐阜県郡上市大和町剣１７６０

工事（株）福田組　名古屋支店 上席執行役員支店長 山本　幹夫469
ふくだぐみ　なごやしてん 052-971-3551

愛知県名古屋市中区丸の内３ー２３ー８

工事（株）柘植建設 代表取締役 纐纈　敏郎470
つげけんせつ 0573-26-4602

岐阜県恵那市飯地町２８４３

工事（株）東亜製作所　岐阜支店 取締役支店長 佐藤　圭一471
とうあせいさくしょ　ぎふしてん 058-245-3847

岐阜県羽島郡岐南町平成５ー２９

工事巴産業（株） 代表取締役 長尾　佳春472
ともえさんぎよう 058-252-1275

岐阜県岐阜市大池町３ー１

工事東光電気工事（株）岐阜営業所 所長 伊東　健一475
とうこうでんきこうじ　ぎふえいぎょうしょ 0572-57-5951

岐阜県土岐市下石町字脇之田１８９３ー１１

工事丸茂電機（株）名古屋営業所 所長 田中　徹476
まるもでんき　なごやえいぎょうしょ 052-951-7425

愛知県名古屋市東区武平町５ー１名古屋栄ビルディング

工事（株）ＧＳユアサ　中部支社 支社長 田中　伸幸477
じーえすゆあさ　ちゅうぶししゃ 052-307-3461

愛知県名古屋市中区栄四丁目２番２９号

工事長良電業（株） 代表取締役 小林　知成478
ながらでんぎよう 0584-91-2115

岐阜県大垣市島町１４６ー３

工事岐阜愛知電機（株） 代表取締役 永田　徹479
ぎふあいちでんき 058-251-2511

岐阜県岐阜市寿町１ー２

工事酒井電気工事（株） 代表取締役 酒井　本文480
さかいでんきこうじ 058-233-1831

岐阜県岐阜市若福町９ー１０

工事（株）朝日工業社　岐阜営業所 所長 小島　富也482
あさひこうぎようしや　ぎふえいぎょうしょ 058-201-1215

岐阜県岐阜市清住町一丁目４番地篠田ビル２階

工事（有）中濃電工社 代表取締役 渡邉　一弥485
ちゅうのうでんこうしや 0574-63-6615

岐阜県可児市川合１４０番地３

工事西武建設（株）名古屋支店 支店長 張間　誠司486
せいぶけんせつ　なごやしてん 052-583-8585

愛知県名古屋市中村区名駅二丁目２８番３号

工事（有）明装 代表取締役 樋口　忠明488
めいそう 0575-29-8787

岐阜県関市稲口２５３ー５
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氏名カナ 電話番号
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申請外
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令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事丸水設備（株）東濃営業所 所長 西尾　俊夫489
まるみずせつび　とうのうえいぎょうしょ 0572-24-1212

岐阜県多治見市平和町３ー４５

工事福地建設（有） 代表取締役 鈴村　彌太郎491
ふくちけんせつ 0574-45-1747

岐阜県加茂郡八百津町福地１０５０

工事（資）旭工務店 代表社員 吉田　日出子492
あさひこうむてん 0574-43-0412

岐阜県加茂郡八百津町八百津３７３９ー１ー２

工事（株）栗山組 代表取締役 栗山　貴稔493
くりやまぐみ 0574-26-2248

岐阜県加茂郡坂祝町酒倉２００８

工事岐阜塗装（株） 代表取締役 鷲見　泰裕494
ぎふとそう 058-273-7333

岐阜県岐阜市茜部本郷３ー８７ー１

工事林工業（株） 代表取締役 林　裕人497
はやしこうぎよう 0584-81-5316

岐阜県大垣市馬場町２番地

工事朝日企業（株）名古屋支店 取締役支店長 大石　直紀498
あさひきぎょう　なごやしてん 052-571-5303

愛知県名古屋市中村区名駅南４丁目８番１５号ダイドー名駅南第２ビル

工事ケーブルシステム建設（株） 代表取締役 青山　繁行500
けーぶるしすてむけんせつ 052-242-7885

愛知県名古屋市中区千代田２ー２１ー１８

工事安田電機暖房（株） 代表取締役社長 宇佐美　清英503
やすだでんきだんぼう 058-264-8181

岐阜県岐阜市吉野町３ー８

工事栗原工業（株）中部支店 支店長 矢野　和樹504
くりはらこうぎょう　ちゅうぶしてん 052-916-6806

愛知県名古屋市北区平安２ー１５ー５２

工事ライト工業（株）岐阜営業所 所長 西本　和彦505
らいとこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 058-273-3555

岐阜県岐阜市茜部菱野１丁目６５番地２

工事（株）庭勇 代表取締役 小池　高寛506
にわゆう 0572-22-7463

岐阜県多治見市喜多町１ー６９

工事小泉造園（株） 代表取締役 小泉　茂章507
こいずみぞうえん 0572-22-7003

岐阜県多治見市喜多町８ー３１ー２

工事（株）東光電工社 代表取締役 奥村　彰規508
とうこうでんこうしゃ 058-273-8855

岐阜県岐阜市茜部菱野２ー１１３ー１

工事中濃塗装 事業主 小松　明510
ちゆうのうとそう 0574-62-8033

岐阜県可児市川合９０６ー１３

工事（株）テクアノーツ　中部事業所 中部事業所長 舟木　直純512
てくあのーつ　ちゅうぶじぎょうしょ 0584-89-0320

岐阜県大垣市新田町４ー３０
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氏名カナ 電話番号
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令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事（株）ＮＨＫテクノロジーズ　名古屋総支社 総支社長 村山　至513
えぬえいちけいてくのろじーず　なごやそうししゃ 052-957-3761

愛知県名古屋市東区東桜１丁目４番３号

工事（株）大林組　岐阜営業所 所長 大澤　泰尚514
おおばやしぐみ　ぎふえいぎようしよ 058-265-1321

岐阜県岐阜市吉野町６ー１６大同生命廣瀬ビル内

工事吉川建設（株）名古屋支店 上席執行役員支店長 長谷川　清志515
よしかわけんせつ　なごやしてん 052-211-7700

愛知県名古屋市中区栄一丁目２９番１９号ヤスイビル５階

工事（株）所組 代表取締役社長 所　克仁517
ところぐみ 0581-38-2561

岐阜県本巣市根尾板所２５９ー１

工事澤崎建設（株） 代表取締役 澤崎　正生518
さわざきけんせつ 0575-84-1221

岐阜県郡上市白鳥町中西８１９ー１

工事（株）三協 代表取締役 野原　秀雄519
さんきよう 0568-28-1771

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田１１２

工事教育産業（株）岐阜営業所 所長 加藤　泰崇522
きょういくさんぎょう　ぎふえいぎょうしょ 058-274-7562

岐阜県岐阜市市橋５ー４ー１８

工事戸島工業（株） 代表取締役 荒川　晶一523
とじまこうぎょう 058-251-1141

岐阜県岐阜市本郷町５ー１６

工事五洋建設（株）名古屋支店 常務執行役員支店長 山口　和彦524
ごようけんせつ　なごやしてん 052-209-8961

愛知県名古屋市中区栄一丁目２番７号

工事内藤建設（株） 代表取締役 内藤　宙525
ないとうけんせつ 058-272-0225

岐阜県岐阜市六条南３ー１０ー１０

工事共和化工（株）名古屋支店 支店長 小金丸　武己526
きょうわかこう　なごやしてん 052-211-9245

愛知県名古屋市中区丸の内１ー９ー２１丸の内ＩＨビル３Ｆ

工事ひだ緑化土木（株） 代表取締役 米田　篤司530
ひだりょっかどぼく 0577-33-3553

岐阜県高山市岡本町２丁目２０６番地４

工事（株）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531
うぉーたーえーじぇんしー　あいちおぺれーしょんせんたー 052-758-5704

愛知県名古屋市守山区新守町１５４

工事日本フィールドシステム（株）中部支店 支店長 中村　康史534
にほんふぃーるどしすてむ　ちゅうぶしてん 052-774-2280

愛知県名古屋市名東区藤森２ー１８

工事内藤電機（株） 代表取締役 内藤　繁廣535
ないとうでんき 058-251-8241

岐阜県岐阜市都通２丁目１６番地

工事（株）セイコー 代表取締役 住谷　哲536
せいこー 058-201-3353

岐阜県岐阜市鏡島２００４番６
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令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事パナソニックＥＷエンジニアリング（株）中部支店 取締役支店長　 秋月　伸也537
ぱなそにっくいーだぶりゅーえんじにありんぐ　ちゅうぶしてん 052-563-1161

愛知県名古屋市中村区名駅南２ー７ー５５

工事内田工業（株） 代表取締役 内田　裕郎539
うちだこうぎょう 052-352-1795

愛知県名古屋市中川区好本町３ー６７

工事三建設備工業（株）岐阜営業所 所長 安田　峰雄543
さんけんせつびこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 058-215-9243

岐阜県岐阜市福住町一丁目２０番地ＳＫＹ・Ｔ

工事（株）扇屋 代表取締役 河野　春男545
おおぎや 058-383-6210

岐阜県各務原市蘇原野口町２ー８

工事日本リーテック（株）岐阜営業所 所長 江間　孝佳546
にっぽんりーてっく　ぎふえいぎょうしょ 058-273-0727

岐阜県岐阜市須賀２丁目６番１６号

工事（株）山越 代表取締役 相澤　宏暢548
やまこし 052-571-8977

愛知県名古屋市西区則武新町１ー３ー５

工事付知土建（株） 代表取締役 三尾　秀和550
つけちどけん 0573-82-4111

岐阜県中津川市付知町５０６８ー３

工事（株）丹葉電機岐阜 統括部長 日比野　顕吾551
たんようでんきぎふ 0574-63-7322

岐阜県可児市中恵土６０ー３

工事三和電気土木工事（株）名古屋支店 支店長 松本　卓也553
さんわでんきどぼくこうじ　なごやしてん 052-541-8221

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目１１番５号

工事パナソニックコネクト（株）現場ソリューションカンパニー　中日 中日本社社長 細貝　邦行554
ぱなそにっくこねくと　げんばそりゅーしょんかんぱにー　なかにほんしゃ 052-959-3262

愛知県名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号

工事（株）岡山工務店 代表取締役 岡山　彰宏556
おかやまこうむてん 0573-72-2100

岐阜県中津川市福岡６８５ー１

工事（株）ノア 代表取締役 梅田　雅浩557
のあ 0572-25-6556

岐阜県多治見市喜多町５丁目１２８番地の１

工事（有）道路保安企画 代表取締役 藤澤　佳隆559
どうろほあんきかく 0572-43-3956

岐阜県多治見市笠原町９８８ー２１

工事東光土建（株） 代表取締役 臼田　篤志560
とうこうどけん 0574-43-0182

岐阜県加茂郡八百津町八百津３３６４番地１

工事（有）福田塗装 代表取締役 福田　貴司561
ふくたとそう 0574-48-8485

岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋１５７番地２

工事（株）不二産業 代表取締役 武藤　永行563
ふじさんぎよう 058-326-3427

岐阜県瑞穂市本田７３５
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業 者 連 番
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氏名カナ 電話番号
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申請外
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令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事（株）不動テトラ　中部支店 常務執行役員支店長 小林　弘樹564
ふどうてとら　ちゅうぶしてん 052-261-5131

愛知県名古屋市中区栄五丁目２７番１４号

工事（株）ＴＡＴＳＵＭＩ 代表取締役 後藤　諭565
たつみ 058-201-6606

岐阜県岐阜市福富天神前３０８番地１

工事中日本産業（株） 代表取締役 加藤　称一566
なかにほんさんぎよう 058-274-7789

岐阜県岐阜市薮田南５ー１３ー４

工事（株）丸光イトウ 代表取締役 伊藤　峰由567
まるみついとう 0574-61-0171

岐阜県可児市瀬田８８９ー２

工事（株）名神　東濃営業所 所長 辰田　＊重568
めいしん　とうのうえいぎょうしょ 0572-24-5711

岐阜県多治見市音羽町２ー２７ー２

工事（株）明電舎　中部支社 支社長 高山　邦彦569
めいでんしゃ　ちゅうぶししゃ 052-231-7181

愛知県名古屋市中区錦１ー１７ー１３

工事（株）きんでん　中部支社　岐阜営業所 所長 岩＊　光浩570
きんでん　ちゅうぶししゃ　ぎふえいぎょうしょ 058-252-3011

岐阜県岐阜市橋本町２ー２０

工事（株）長沼水道工業所 代表取締役 長沼　岳史572
ながぬますいどうこうぎようしよ 0575-22-0205

岐阜県関市宝山町６２

工事（株）シーテック　岐阜支社 執行役員岐阜支社長 長浦　和明573
しーてつく　ぎふししや 058-251-7861

岐阜県岐阜市敷島町７ー４９

工事ワイズ（株） 代表取締役 吉野　照和574
わいず 0574-67-6335

岐阜県可児郡御嵩町御嵩１８２２ー６０３

工事日本防水（株） 代表取締役 坂井　悟576
にほんぼうすい 0574-26-2128

岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋１８７９ー１

工事ヘイセイテック（株） 代表取締役 川本　宏道577
へいせいてっく 0574-67-6902

岐阜県可児郡御嵩町顔戸３７８ー１４

工事（株）佐合木材 代表取締役 佐合　隆治578
さごうもくざい 0574-26-3111

岐阜県美濃加茂市古井町下古井４５０ー１

工事共成建設（株） 代表取締役 河方　誠580
きょうせいけんせつ 0574-50-1127

岐阜県加茂郡八百津町潮見１０番地

工事（株）アイギ 代表取締役 川口　道夫581
あいぎ 0574-63-4437

岐阜県可児市今渡１６１９ー３９

工事中央電子光学（株）廣見支店 支店長 西部　祐次584
ちゅうおうでんしこうがく　ひろみしてん 0574-63-4132

岐阜県可児市広見２ー６０
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業 者 一 覧 表

業 者 連 番
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氏名カナ 電話番号
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申請外
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令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事久富電設（株） 代表取締役 久富　幸司585
ひさとみでんせつ 0584-81-2643

岐阜県大垣市小野一丁目２２番地１

工事高橋電気工業（株） 代表取締役 高橋　秀幸586
たかはしでんきこうぎよう 058-239-1121

岐阜県岐阜市中西郷３９８

工事名鉄ＥＩエンジニア（株）岐阜支店 支店長 柴田　隆司589
めいてついーあいえんじにあ　ぎふしてん 058-245-3230

岐阜県岐阜市入舟町二丁目１番地

工事（株）野田建設 代表取締役 野田　康彦590
のだけんせつ 0575-23-5555

岐阜県関市緑ヶ丘２ー５ー７８

工事名稲建設（株）美濃加茂支店 支店長 中村　賀津敏591
めいとうけんせつ　みのかもしてん 0574-23-1537

岐阜県美濃加茂市前平町２ー８３ー５

工事名古屋水交（株） 代表取締役 西井　康翁593
なごやすいこう 052-562-0770

愛知県名古屋市西区則武新町４丁目１番４５号

工事（株）キクテック　岐阜支店 支店長 柳瀬　清文594
きくてっく　ぎふしてん 058-272-6833

岐阜県岐阜市今嶺４ー５ー１５

工事日装工業（株） 代表取締役 佐藤　惠子595
にっそうこうぎょう 058-246-7186

岐阜県岐阜市野一色２ー１ー６

工事（有）ホクギ 代表取締役 梁川　哲也597
ほくぎ 058-244-3552

岐阜県岐阜市加野７ー６ー３２

工事朝日電気工業（株）東濃営業所 所長 西尾　一男598
あさひでんきこうぎょう　とうのうえいぎょうしょ 0572-56-5580

岐阜県土岐市泉西山町１ー１６ー２

工事ａｎｄ（株）岐阜支店 支店長 岩崎　直樹599
あんど　ぎふしてん 0575-24-8633

岐阜県関市下有知２７７８ー４

工事ドリコ（株）名古屋支店 支店長 登家　一幸600
どりこ　なごやしてん 052-684-5540

愛知県名古屋市中区錦１丁目４番１６号

工事（株）岐阜造園 代表取締役 山田　準601
ぎふぞうえん 058-272-4120

岐阜県岐阜市茜部菱野４ー７９ー１

工事（株）酉島製作所　名古屋支店 支店長 谷川　彰敏603
とりしませいさくしょ　なごやしてん 052-221-9521

愛知県名古屋市中区栄二丁目８番１２号伏見ＫＳビル２Ｆ

工事（株）大西組 代表取締役 佐藤　玄太604
おおにしぐみ 0575-82-2555

岐阜県郡上市白鳥町向小駄良１０１４ー１

工事三和道路維持（株） 代表取締役 林　正和605
さんわどうろいじ 058-271-6227

岐阜県岐阜市西鶉１ー５２
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工事交通企画（株）中部支店 取締役支店長 西垣　敏彦606
こうつうきかく　ちゅうぶしてん 058-273-8073

岐阜県岐阜市六条大溝３ー７ー７

工事（株）三和木 代表取締役 安江　輝人607
みわき 0574-62-8885

岐阜県可児市広見１５５９ー１

工事青木あすなろ建設（株）名古屋支店 執行役員支店長 鴨川　透608
あおきあすなろけんせつ　なごやしてん 052-351-7413

愛知県名古屋市中川区月島町６ー１

工事宮田鑿井工業（株）西濃営業所 取締役営業所長 菅　利明609
みやたさくせいこうぎょう　せいのうえいぎょうしょ 0584-43-5534

岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原字陣場野９７５番地４７

工事（株）日本ピーエス　中部支店 執行役員支店長 金田　浩一610
にっぽんぴーえす　ちゅうぶしてん 052-571-4515

愛知県名古屋市中村区名駅２ー３８ー２

工事（株）二葉工業所 代表取締役 長谷部　紀之611
ふたばこうぎょうしょ 058-271-8589

岐阜県岐阜市石切町３７番地

工事（有）富士住建 代表取締役 加藤　正徳613
ふじじゅうけん 0574-42-8010

岐阜県可児市下恵土３４ー４

工事（株）テクノ菱和　岐阜営業所 所長 森　佳広614
てくのりょうわ　ぎふえいぎょうしょ 058-268-2244

岐阜県岐阜市八島町３

工事下廣塗装（株） 代表取締役 深津　丈裕616
しもひろとそう 0572-55-1281

岐阜県土岐市泉岩畑町１ー２１

工事北研工業（株） 代表取締役社長 矢野　雄嗣618
ほっけんこうぎょう 058-233-2802

岐阜県岐阜市福光東３ー１１ー２０２

工事丸杉建設（株） 代表取締役 杉山　忠国621
まるすぎけんせつ 058-275-0111

岐阜県岐阜市城東通五丁目５番地

工事鈴中工業（株） 代表取締役 鈴木　康仁623
すずなかこうぎよう 052-222-7701

愛知県名古屋市中区丸の内一丁目９番７号

工事加茂水道工業（株） 代表取締役 奥田　重信624
かもすいどうこうぎよう 0574-53-4584

岐阜県加茂郡川辺町中川辺８３ー１

工事相互電気商会 店主 多田　祐一625
そうごでんきしょうかい 0574-43-0317

岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志２４６６ー７

工事東邦地水（株）岐阜営業所 所長 山本　幹登628
とうほうちすい　ぎふえいぎょうしょ 058-255-1369

岐阜県岐阜市西荘４ー１９ー１１ー１０７

工事小池土木（株） 代表取締役 小池　秀治629
こいけどぼく 0574-62-1171

岐阜県可児市広見５ー７７
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工事（株）横建 代表取締役 横山　浩之631
おうけん 058-389-1861

岐阜県各務原市那加前洞新町５ー１０９ー４

工事木辺産業（有） 代表取締役 木邉　浅男632
きべさんぎよう 0574-26-3253

岐阜県加茂郡坂祝町酒倉６２０

工事（株）東利　岐阜支店 支店長 安田　康孝633
とーり　ぎふしてん 0584-55-1211

岐阜県海津市南濃町山崎９６５番地２

工事徳倉建設（株）岐阜営業所 所長 大鋸　敏男634
とくらけんせつ　ぎふえいぎょうしょ 0572-54-7281

岐阜県土岐市泉東窯町４ー６１

工事（株）新井組 代表取締役 新井　裕輔636
あらいぐみ 0577-32-2863

岐阜県高山市大新町２ー２０５ー１０

工事（株）竹中土木　名古屋支店 常務執行役員支店長 渡部　彰637
たけなかどぼく　なごやしてん 052-231-2121

愛知県名古屋市中区錦二丁目２番１３号

工事（株）ダイワテクノ 代表取締役社長 廣川　重幸638
だいわてくの 058-232-8543

岐阜県岐阜市則武東２ー１８ー３８

工事アムズ（株） 代表取締役 谷口　吏639
あむず 076-241-6181

石川県金沢市西泉３丁目９２番地

工事（株）ヒダアイテック 代表取締役 大坪　恒二640
ひだあいてつく 0577-33-0157

岐阜県高山市下岡本町１８８４ー１

工事（株）サムテック 代表取締役 森　一夫641
さむてっく 052-586-2961

愛知県名古屋市中村区名駅５ー１８ー６

工事日本無線（株）岐阜営業所 所長 田口　浩雅642
にほんむせん　ぎふえいぎょうしょ 058-214-7505

岐阜県岐阜市金町６ー４

工事（株）林電機商会 代表取締役 林　浩司643
はやしでんきしようかい 0572-22-0552

岐阜県多治見市京町１ー１３４

工事中部クリーン（株） 代表取締役 吉田　登資645
ちゅうぶくりーん 0574-63-1221

岐阜県可児市広見在原５１８

工事ヤンマーエネルギーシステム（株）名古屋支店 支店長 山田　康博646
やんまーえねるぎーしすてむ　なごやしてん 052-979-5210

愛知県名古屋市東区東桜２ー１３ー３０

工事愛知時計電機（株）名古屋支店 支店長 日比野　宏紀649
あいちとけいでんき　なごやしてん 052-661-5857

愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号

工事エヌアイ通信工業（株） 代表取締役 服部　隆650
えぬあいつうしんこうぎょう 058-247-4448

岐阜県岐阜市三笠町２ー１１ー４
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工事イワタニ東海（株） 代表取締役 林　裕幸651
いわたにとうかい 058-392-8998

岐阜県羽島市新生町１ー１５

工事北陽建設（株）岐阜営業所 所長 ＊橋　弘典653
ほくようけんせつ　ぎふえいぎょうしょ 0573-20-3152

岐阜県恵那市大井町２６２７ー１

工事安田（株） 執行役員本店長 竹中　利幸654
やすだ 058-246-2131

岐阜県岐阜市鶴田町３ー２４

工事森松工業（株） 代表取締役 松久　浩幸655
もりまつこうぎょう 058-323-0333

岐阜県本巣市見延１４３０ー８

工事オリエンタル白石（株）名古屋営業支店 支店長 田口　晋吉657
おりえんたるしらいし　なごやえいぎょうしてん 052-202-3002

愛知県名古屋市中区栄二丁目３番６号

工事沖電気工業（株）岐阜支店 支店長 徳永　雅一658
おきでんきこうぎょう　ぎふしてん 058-274-4605

岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号

工事＊耕機（株） 本部長 泉谷　大輔659
あきらこうき 052-251-8811

愛知県名古屋市中区新栄１丁目７番７号

工事（株）清水鐵工所　名古屋営業所 所長 疋田　辰郎660
しみずてっこうしょ　なごやえいぎょうしょ 052-588-0310

愛知県名古屋市中村区名駅２ー２８ー５

工事（株）富士ピー・エス　名古屋支店 支店長 藤野　挙徳661
ふじぴー・えす　なごやしてん 052-971-7575

愛知県名古屋市中区錦３ー５ー３１ジブラルタ生命名古屋錦ビル

工事（株）東海遊具製作所 代表取締役 中嶋　一平662
とうかいゆうぐせいさくしよ 058-371-1001

岐阜県各務原市山脇町３ー２

工事ナカケン（株） 代表取締役 中林　厚生663
なかけん 0576-52-3258

岐阜県下呂市萩原町跡津１０４６番地３

工事（株）ウスイ消防 代表取締役 臼井　潔672
うすいしょうぼう 058-262-2106

岐阜県岐阜市金園町３丁目２５

工事日本街路灯製造（株） 代表取締役 後藤　潤一郎673
にほんがいろとうせいぞう 052-681-2181

愛知県名古屋市熱田区五本松町１ー８

工事三機工業（株）中部支社 常務執行役員支社長 波多野　宏行675
さんきこうぎょう　ちゅうぶししゃ 052-582-5522

愛知県名古屋市中村区名駅二丁目４５番７号

工事村瀬興業 事業主 村瀬　守677
むらせこうぎょう 0574-67-3476

岐阜県可児郡御嵩町中１１３２ー３

工事（株）大島電氣工事 代表取締役 大島　靖生678
おおしまでんきこうじ 0572-52-2266

岐阜県土岐市鶴里町柿野２４７４
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令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事（株）電業社機械製作所　名古屋支店 支店長 專能　哲也681
でんぎょうしゃきかいせいさくしょ　なごやしてん 052-231-6211

愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１８号

工事マスプロ電工（株）名古屋支店 支店長 木田　和宏683
ますぷろでんこう　なごやしてん 052-802-2233

愛知県日進市浅田町上納８０番地

工事（株）丸徳鉄工 代表取締役社長 葛谷　政勝684
まるとくてつこう 058-239-9858

岐阜県岐阜市則松３ー２９２

工事（株）高電 代表取締役 中島　織衣686
たかでん 0572-23-1523

岐阜県多治見市宝町３ー３０ー２

工事新日本工業（株）岐阜営業所 所長 田澤　秀樹690
しんにほんこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 0572-26-7211

岐阜県多治見市下沢町４丁目９１番地１

工事日本エンヂニヤ（株）岐阜営業所 所長 羽根　都弘693
にほんえんぢにや　ぎふえいぎょうしょ 0577-68-0171

岐阜県高山市清見町三日町５５２ー３

工事（有）中央体育器具製作所 代表取締役 桜井　省三695
ちゆうおうたいいくきぐせいさくしよ 0574-53-2044

岐阜県加茂郡川辺町下川辺５１６

工事大成機工（株）名古屋支店 支店長 丸山　浩樹697
たいせいきこう　なごやしてん 052-551-0461

愛知県名古屋市中村区名駅３ー２２ー８

工事青協建設（株）可茂営業所 所長 河合　隆一699
せいきょうけんせつ　かもえいぎょうしょ 0574-55-0200

岐阜県加茂郡富加町加治田３５８０

工事（株）山岡ハウジング 代表取締役 五十嵐　めぐみ700
やまおかはうじんぐ 0573-56-2419

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９

工事五十嵐工業（株） 代表取締役 五十嵐　英二701
いがらしこうぎよう 0573-68-2161

岐阜県中津川市茄子川２０７７ー８

工事（株）トーノーセキュリティ 代表取締役 愛知　直人705
とーのーせきゅりてぃ 0572-24-3535

岐阜県多治見市上野町５ー３８ー１

工事（株）荏原電産　中部支店 支店長 川口　次男706
えばらでんさん　ちゅうぶしてん 052-446-6837

愛知県名古屋市西区菊井二丁目２２番７号

工事三協工業（株）名古屋営業所 所長 福岡　邦昭707
さんきょうこうぎょう　なごやえいぎょうしょ 052-563-0171

愛知県名古屋市中村区名駅２丁目３８番２号オーキッドビル

工事エスエヌ環境テクノロジー（株） 代表取締役 辻　勝久708
えすえぬかんきょうてくのろじー 06-6585-9374

大阪府大阪市港区弁天一丁目２番１号

工事井戸忠工業（株） 代表取締役 渡邊　重則709
いどちゆうこうぎよう 058-326-3337

岐阜県瑞穂市別府１０６７
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工事日野吉工業（株） 代表取締役 川島　弘吉710
ひのきちこうぎよう 058-272-0721

岐阜県岐阜市北鶉３ー２１

工事瀧上工業（株）岐阜営業所 所長 伴　雅彦711
たきがみこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 058-212-3556

岐阜県岐阜市県町２ー１２ー１２

工事中部交通資材（株） 代表取締役 前川　保712
ちゆうぶこうつうしざい 0574-62-5548

岐阜県可児市今渡１６１９ー８７

工事ミリオン電工（株）中濃営業所 中濃営業所長 古井　和明713
みりおんでんこう　ちゅうのうえいぎょうしょ 0574-28-5040

岐阜県可児市今渡１５９５ー５

工事（有）林電気通信工事 代表取締役 永谷　祥明715
はやしでんきつうしんこうじ 0573-25-7066

岐阜県恵那市長島町正家１２９ー１８

工事（株）庭萬 代表取締役社長 稲垣　和美719
にわまん 0574-62-3737

岐阜県可児市羽崎１４７ー１

工事（株）ミリオン建設 代表取締役 稲垣　和美720
みりおんけんせつ 0574-62-5299

岐阜県可児市羽崎４７７ー１

工事（株）芙蓉施設センター　土岐営業所 営業所長 深萱　守道723
ふようしせつせんたー　ときえいぎょうしょ 0572-55-5765

岐阜県土岐市泉大島町４ー１５ー１

工事（株）日写 代表取締役 伊藤　宏幸725
につしや 058-231-8812

岐阜県岐阜市早田本町３ー６２

工事川合鑿泉工業（株） 代表取締役 川合　容平726
かわいさくせんこうぎょう 0584-78-2917

岐阜県大垣市本今町２３７

工事（株）中島工務店　可児支店 支店長 正　大助727
なかしまこうむてん　かにしてん 0574-62-6530

岐阜県可児市広見４丁目１１番地

工事（株）Ｃ・Ｔ・Ｓ中央 代表取締役 小川　昌也728
しー・てぃ・えすちゅうおう 052-832-3811

愛知県名古屋市瑞穂区仁所町１丁目５７番地１

工事（株）アルプスサイン 代表取締役 亀谷　豊729
あるぷすさいん 0578-82-0330

岐阜県飛騨市神岡町船津２０９１

工事（株）ダイキアクシス　名古屋営業所 所長 服部　孝司730
だいきあくしす　なごやえいぎょうしょ 052-502-1011

愛知県名古屋市西区あし原町８６番地

工事エクシオグループ（株）東海支店 支店長 河野　憲二732
えくしおぐるーぷ　とうかいしてん 052-265-8288

愛知県名古屋市中区錦三丁目１０番３３号

工事（株）小栗建設 代表取締役 小栗　等735
おぐりけんせつ 0574-53-2220

岐阜県加茂郡川辺町比久見１５８９
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工事神稲建設（株） 代表取締役 福澤　栄夫736
くましろけんせつ 0265-59-7011

長野県飯田市主税町18

工事日本電設工業（株）中部支店 支店長 橋本　勉738
にっぽんでんせつこうぎょう　ちゅうぶしてん 052-482-7321

愛知県名古屋市中村区本陣通二丁目２９番地

工事（株）ＫＡＮＳＯテクノス　今渡支店 支店長 井尻　健嗣740
かんそーてくのす　いまわたりしてん 0574-62-5322

岐阜県可児市川合２７９３ー２６

工事美山建設（株） 代表取締役 久保　正彦743
みやまけんせつ 0581-53-2221

岐阜県山県市柿野４７ー１

工事（株）山佐組 代表取締役 久保　加奈子744
やまさぐみ 0575-21-3001

岐阜県関市小瀬１１１８番地４

工事（有）東海スポーツフィールド 代表取締役 工藤　寿春745
とうかいすぽーつふぃーるど 0565-43-0038

愛知県豊田市越戸町東小笹６０番地４

工事（株）和泉 代表取締役 林本　知明746
いずみ 0574-28-5411

岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野１９１ー１

工事ミツハラ防水（有） 代表取締役 三津原　由久749
みつはらぼうすい 0572-66-1761

岐阜県瑞浪市土岐町９８６ー９５

工事サンエイ工業（株） 代表取締役 高木　克己750
さんえいこうぎよう 052-692-0177

愛知県名古屋市瑞穂区浮島町１０ー１５

工事新明和アクアテクサービス（株）中部センター 所長 鷲野　滋一752
しんめいわあくあてくさーびす　ちゅうぶせんたー 0568-76-7361

愛知県小牧市外堀３ー１９３

工事日本体育施設（株）　中部営業所 所長 米持　雄治757
にほんたいいくしせつ　ちゅうぶえいぎょうしょ 052-875-9788

愛知県名古屋市昭和区御器所通１丁目１８新翠明ビル

工事アース・クリエイト（有） 代表取締役 岩田　良758
あーす・くりえいと 058-273-2612

岐阜県岐阜市六条北４ー１０ー１９

工事未来土木（株） 代表取締役 林　悠二朗761
みらいどぼく 058-253-5306

岐阜県岐阜市本荘西３ー１０８

工事日鋼建設（株） 代表取締役 笠井　真司762
につこうけんせつ 058-382-1282

岐阜県各務原市那加桐野町３ー２１ー２

工事古川電気（株） 代表取締役 大門　武彦763
ふるかわでんき 0577-73-2721

岐阜県飛騨市古川町新栄町５ー６

工事三協電子工業（株） 代表取締役 太田　幸宏767
さんきようでんしこうぎよう 058-271-8843

岐阜県岐阜市加納矢場町１ー４３
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工事松岡産業（株） 代表取締役 松岡　和人768
まつおかさんぎよう 052-586-2111

愛知県名古屋市中村区名駅南４ー１０ー１８

工事（株）サンワメンテ 代表取締役 岡田　好美769
さんわめんて 058-240-5405

岐阜県岐阜市岩地２ー２５ー７

工事（株）システムラボ 代表取締役 伊藤　雅康770
しすてむらぼ 058-326-6818

岐阜県瑞穂市別府１２５９ー１

工事（株）冨士屋商店 代表取締役 今井　英美772
ふじやしょうてん 0574-72-1090

岐阜県加茂郡白川町河岐１６１１番地１

工事（株）前田グリーンサービスエンジニア 代表取締役 山岡　勇775
まえだぐりーんさーびすえんじにあ 0587-95-4105

愛知県丹羽郡大口町大御堂１ー１９０

工事ジィエース（株） 代表取締役 花村　直樹776
じいえーす 058-274-3626

岐阜県羽島郡岐南町徳田１ー２９０

工事千代田工業（株） 代表取締役 服部　良三777
ちよだこうぎょう 0567-24-6651

愛知県津島市蛭間町字桝田３２３

工事（株）橋本ターフ・コントロール 代表取締役 橋本　祐二778
はしもとたーふ・こんとろーる 0584-82-6693

岐阜県大垣市東町１ー１７２

工事高田機工（株）名古屋営業所 所長 濱西　康浩779
たかだきこう　なごやえいぎょうしょ 052-228-8610

愛知県名古屋市中区錦３丁目７番９号

工事サンセイ（株） 代表取締役 小嶋　敦784
さんせい 06-6395-2231

大阪府大阪市淀川区西宮原１ー６ー２

工事（株）東洋技研 代表取締役 坪井　孝雄785
とうようぎけん 052-882-9230

愛知県名古屋市瑞穂区下坂町３ー５０ー８

工事（同）東濃ひのきの家 代表理事 中島　紀于786
とうのうひのきのいえ 0573-79-3555

岐阜県中津川市加子母２３０１

工事（株）巴コーポレーション　名古屋支店 支店長 中村　龍弘787
ともえこーぽれーしょん　なごやしてん 052-704-5181

愛知県名古屋市名東区一社３ー９６

工事（株）フューチャーイン 代表取締役社長 渡邉　英治788
ふゅーちゃーいん 052-732-8021

愛知県名古屋市千種区内山２丁目６番２２号

工事（株）金剛組 代表取締役社長 刀根　健一789
こんごうぐみ 06-6779-7731

大阪府大阪市天王寺区四天王寺１ー１４ー２９

工事（株）清水 代表取締役 清水　基之790
しみず 058-387-3765

岐阜県羽島郡笠松町円城寺１３４１番地
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工事古河電池（株）中部支社 支社長 飛松　猛利792
ふるかわでんち　ちゅうぶししゃ 052-414-4626

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番３号ＪＲゲートタワー４３階

工事桂川電工（株） 代表取締役 桂川　卓也793
かつらがわでんこう 0576-52-1317

岐阜県下呂市萩原町上村７８８ー１

工事光伸（株）名古屋営業所 名古屋営業所所長 中島　貴朗794
こうしん　なごやえいぎょうしょ 052-401-6405

愛知県清須市廻間３ー４ー８

工事三菱電機（株）中部支社 支社長 中竹　春美796
みつびしでんき　ちゅうぶししゃ 052-565-3027

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２８番１２号

工事（株）ミナミエレック 代表取締役 小林　繁勝798
みなみえれっく 058-242-2010

岐阜県岐阜市上芥見５２８

工事美津濃（株）　大阪支社 スポーツ施設サービス 芋野　隆幸800
みずの　おおさかししゃ 06-6614-8186

大阪府大阪市住之江区南港北１丁目１２番３５号

工事（株）西原環境　中部支店 支店長 熊谷　眞純805
にしはらかんきょう　ちゅうぶしてん 052-857-2570

愛知県名古屋市中区栄１丁目２４番１５号

工事（株）近藤工務店 代表取締役 吉村　嘉隆807
こんどうこうむてん 0573-23-2331

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１

工事（有）澤田重機 代表取締役 澤田　茂美808
さわだじゆうき 058-247-1700

岐阜県岐阜市野一色６ー８ー１４

工事岐阜アイホー調理機（株） 代表取締役 伊藤　隆男810
ぎふあいほーちょうりき 058-214-7231

岐阜県岐阜市中鶉２丁目１０５番

工事（株）ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦811
むらやま 03-6221-0808

東京都江東区豊洲三丁目２番２４号

工事（株）中田電気工事 代表取締役 中田　学813
なかだでんきこうじ 0577-32-5155

岐阜県高山市岡本町２ー１７２ー３

工事（株）竹中建設 代表取締役 竹中　謙治817
たけなかけんせつ 0584-91-2569

岐阜県大垣市笠木町６６３ー２

工事（株）中田造園 代表取締役 中田　修一819
なかたぞうえん 058-383-4114

岐阜県各務原市蘇原東島町２ー１３６ー２

工事北嶋工業（株） 代表取締役 渡邉　稔幸821
きたじまこうぎょう 052-261-6441

愛知県名古屋市中区千代田５ー１６ー５

工事（株）ニューテック康和　岐阜営業所 所長 吉田　一男822
にゅーてっくこうわ　ぎふえいぎょうしょ 058-277-7150

岐阜県岐阜市市橋４ー６ー７
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工事（有）福建 代表取締役 福当　強825
ふくけん 0574-28-5970

岐阜県美濃加茂市野笹町２ー２ー１６

工事（有）大野塗装 代表取締役 大野　雅司826
おおのとそう 058-382-7018

岐阜県各務原市鵜沼川崎町１‐９０

工事西建産業（株） 代表取締役 宗宮　與裕827
せいけんさんぎよう 0585-22-2411

岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永１６４５ー１

工事（株）新晃 代表取締役 北川　潤829
しんこう 0584-22-0404

岐阜県不破郡垂井町宮代２２５３ー１

工事田中社寺（株） 代表取締役 田中　敬二830
たなかしやじ 058-272-2871

岐阜県岐阜市加納東丸町２ー２０

工事（株）サンワ空調 代表取締役 岡田　誠831
さんわくうちょう 0583-71-3812

岐阜県各務原市大野町６ー１２１ー２

工事高見通信工業（株）岐阜営業所 所長 稲葉　裕治833
たかみつうしんこうぎよう　ぎふえいぎょうしょ 058-264-6611

岐阜県岐阜市吉野町１ー１６

工事サン・シールド（株） 代表取締役 米森　清祥834
さん・しーるど 0566-99-6860

愛知県安城市桜井町城阿原２８番地

工事カシモ機械（株） 代表取締役 熊谷　安成835
かしもきかい 0573-79-3558

岐阜県中津川市加子母２３０１

工事（株）ホクコク地水 代表取締役 尾蔵　丈房836
ほくこくちすい 076-241-7158

石川県金沢市御影町２５ー１

工事（株）光 代表取締役 伊藤　博行837
ひかり 052-659-7201

愛知県名古屋市港区砂美町１６５

工事（株）新栄重機 代表取締役 今村　政宏838
しんえいじゅうき 0568-47-0210

愛知県小牧市常普請１ー１２７

工事岩田地崎建設（株）名古屋支店 支店長 鶴田　博久840
いわたちざきけんせつ　なごやしてん 052-221-6381

愛知県名古屋市中区錦１丁目１８番２４号

工事（株）中濃 代表取締役 義村　晃841
ちゅうのう 0574-62-3081

岐阜県可児市坂戸７９ー２

工事（株）牛福久 代表取締役 米本　篤史844
うしふく 052-501-4711

愛知県名古屋市西区宝地町３６９

工事（株）明光 代表取締役 綛田　さよ志846
めいこう 073-492-1426

和歌山県海南市下津町下津３０８０番地の１
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工事（株）ダイエイハービス 代表取締役 金山　邦彦847
だいえいはーびす 0576-35-2069

岐阜県下呂市金山町祖師野１０００ー１０

工事三精工事サービス（株）名古屋支店 専務取締役名古屋支店 高岡　岳史848
さんせいこうじさーびす　なごやしてん 052-419-5050

愛知県名古屋市中村区二瀬町１６１

工事（株）丸泰 代表取締役社長 伊藤　寛章850
まるやす 058-246-5181

岐阜県岐阜市領下６ー４６

工事メタウォーター（株）営業本部　中日本営業部 部長 粂田　貴史851
めたうぉーたー　えいぎょうほんぶ　なかにほんえいぎょうぶ 052-856-1220

愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号

工事（有）エイテック 代表取締役 山中　浩853
えいてっく 0575-28-2297

岐阜県関市小瀬９５３番地１

工事シンク・エンジニアリング（株） 代表取締役 岡村　勝也854
しんく　えんじにありんぐ 03-3724-7201

東京都目黒区自由が丘３ー１６ー１５

工事ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）岐阜ビジネス営業部 岐阜ビジネス営業部長 吉田　邦彦855
えぬてぃてぃびじねすそりゅーしょんず　ぎふびじねすえいぎょうぶ 058-216-4083

岐阜県岐阜市梅ヶ枝町２ー３１

工事近畿工業（株） 代表取締役社長 和田　知樹857
きんきこうぎょう 0794-82-0100

兵庫県三木市別所町巴２０

工事（有）Ｇ・プラン 代表取締役 石榑　隆浩858
じーぷらん 058-278-6162

岐阜県岐阜市六条片田一丁目２９番１２号

工事丸ス建設（株） 代表取締役 鈴村　桂司859
まるすけんせつ 0574-72-2832

岐阜県加茂郡白川町三川１２７１ー１

工事（株）ソトムラ　名古屋営業所 所長 寺井　裕一861
そとむら　なごやえいぎょうしょ 052-753-6175

愛知県名古屋市昭和区吹上町２丁目１０番地２

工事芦森エンジニアリング（株）名古屋営業所 名古屋営業所長 森川　勉862
あしもりえんじにありんぐ　なごやえいぎょうしょ 052-586-2672

愛知県名古屋市中村区那古野１丁目３８番１号

工事（株）西澤工務店 代表取締役 西澤　政男863
にしざわこうむてん 0749-23-6185

滋賀県彦根市鳥居本町１９８０番地の２

工事（株）三田防災 代表取締役 三田　信也864
さんだぼうさい 058-388-0607

岐阜県羽島郡笠松町門間９２８ー２

工事（有）森水道工業所 代表取締役 森　紀幸867
もりすいどうこうぎようしよ 0576-25-2256

岐阜県下呂市湯之島３２４ー５

工事日東河川工業（株）東海営業所 所長 本多　利光869
にっとうかせんこうぎょう　とうかいえいぎょうしょ 052-351-6506

愛知県名古屋市中川区中島新町３丁目３０３リバーサイド萬新Ｅ号室
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工事安保建設（株） 代表取締役 水野　鎌夫870
あぼうけんせつ 0573-72-2028

岐阜県中津川市福岡１０８１ー１２

工事（株）梅田組 代表取締役 三尾　郷872
うめだぐみ 0573-66-6576

岐阜県中津川市中津川下沢２３３７ー２

工事（株）スポーツテクノ和広　大阪支店 支店長 錦織　良雄874
すぽーつてくのわこう　おおさかしてん 06-6385-1781

大阪府吹田市垂水町３丁目９番２８号

工事テルウェル西日本（株）東海支店 取締役東海支店長 苫名　明875
てるうぇるにしにっぽん　とうかいしてん 052-322-8021

愛知県名古屋市中区松原３ー２ー８

工事（株）シンコーワ　岐阜営業所 所長 矢田　義将877
しんこーわ　ぎふえいぎょうしょ 0575-24-9120

岐阜県関市倉知３２５３ー２

工事（株）イチテック 代表取締役 伊貝　英治879
いちてつく 0586-77-5131

愛知県一宮市せんい１丁目２番１９号

工事日本理化工業（株） 代表取締役 光本　翼880
にほんりかこうぎょう 052-733-3561

愛知県名古屋市千種区千種３ー２０ー２０

工事新菱工業（株）名古屋支店 支店長 奥原　武久881
しんりょうこうぎょう　なごやしてん 052-212-8011

愛知県名古屋市中区栄３ー１ー１

工事（株）ホクエー電工 代表取締役 北倉　晃882
ほくえーでんこう 0584-87-0585

岐阜県大垣市新田町４ー２６

工事（株）都市整備 代表取締役 長谷　恵俊883
としせいび 052-551-6466

愛知県名古屋市西区則武新町四丁目４番６号

工事三基工業（株） 代表取締役 神谷　浩基884
さんきこうぎよう 0566-36-5057

愛知県刈谷市東境町住吉６５番地２

工事（有）新田建設 代表取締役 新田　久885
にったけんせつ 0574-78-2878

岐阜県加茂郡東白川村神土４５４８ー５

工事（株）東和電子システム 代表取締役 東倉　和賢886
とうわでんししすてむ 058-382-8110

岐阜県各務原市蘇原新栄町１ー２６ー５

工事（株）朝日機器エンジニアリング 代表取締役 西　運光888
あさひききえんじにありんぐ 052-901-9111

愛知県名古屋市北区玄馬町１４９

工事（株）大島組 代表取締役 大島　良三891
おおしまぐみ 052-991-4557

愛知県名古屋市北区柳原４丁目２ー１

工事文化シヤッターサービス（株）岐阜サービスステーション サービスステーション 脇田　哲也892
ぶんかしやったーさーびす　ぎふさーびすすてーしょん 058-275-1087

岐阜県岐阜市中鶉２ー９４
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工事（株）三進ろ過工業 代表取締役 柳下　幸一895
さんしんろかこうぎょう 052-452-3301

愛知県名古屋市中村区亀島２ー２２ー２

工事（有）加藤技研 代表取締役 加藤　章弘896
かとうぎけん 0574-64-0297

岐阜県可児市柿下神崎野６３４番地５

工事（株）柿本商会 代表取締役社長 柿本　一如897
かきもとしょうかい 076-268-2111

石川県金沢市藤江南２丁目２８番地

工事アマノ（株） 代表取締役 津田　博之898
あまの 045-401-1441

神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地

工事（株）ベルテクノ 代表取締役 鈴木　洋900
べるてくの 052-857-9001

愛知県名古屋市中区錦三丁目５番２７号

工事（株）中西製作所　岐阜営業所 所長 ＊木　浩太901
なかにしせいさくしょ　ぎふえいぎょうしょ 058-275-1027

岐阜県岐阜市六条江東１丁目１番３号

工事（株）エス・エル 代表取締役 岸本　進903
えす・える 06-6468-7180

大阪府大阪市福島区野田５丁目１７番２２号

工事（株）柴田土木 代表取締役 柴田　幸一905
しばたどぼく 0572-68-3820

岐阜県瑞浪市西小田町１ー２０３

工事太洋基礎工業（株）名古屋支店岐阜営業所 所長 ＊岡　利治906
たいようきそこうぎょう　なごやしてんぎふえいぎょうしょ 058-201-1889

岐阜県岐阜市六条北４ー８ー１０今尾ビル１階１０１

工事（株）安全 代表取締役 山本　一美909
あんぜん 058-231-2032

岐阜県岐阜市則武中１ー９ー１１

工事（株）友進 代表取締役 古田　央士910
ゆうしん 0574-27-3158

岐阜県美濃加茂市山之上町１３８４

工事（株）フジイ設備 代表取締役 藤井　卓也911
ふじいせつび 0574-77-1694

岐阜県加茂郡白川町黒川２３３０ー６

工事富士工管（株） 代表取締役 林下　耕一郎912
ふじこうかん 052-452-3181

愛知県名古屋市中村区太閤１丁目１番８号

工事日本ハイウエイ・サービス（株）岐阜営業所 所長 長屋　英明914
にほんはいうえいさーびす　ぎふえいぎょうしょ 058-272-3483

岐阜県羽島郡岐南町徳田西４ー８２

工事坂田建設（株）名古屋支店 支店長 平野　公一915
さかたけんせつ　なごやしてん 052-971-9233

愛知県名古屋市中区錦三丁目１３番５号中央マンションビル４１０号室

工事（株）前川製作所 代表取締役　社長執行 前川　真917
まえかわせいさくしょ 03-3642-8181

東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号
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工事セイコータイムクリエーション（株） 代表取締役社長 萩原　健二918
せいこーたいむくりえーしょん 03-5646-1601

東京都江東区福住２ー４ー３

工事（株）コトブキ　名古屋支店 支店長 門元　久仁夫920
ことぶき　なごやしてん 052-386-5067

愛知県名古屋市千種区桜が丘２９５番地第８オオタビル

工事昭和建設（株） 代表取締役社長 増田　伸司921
しようわけんせつ 058-392-7778

岐阜県羽島市竹鼻町狐穴１３７４

工事大成設備（株）東海支店 支店長 牧野　尚922
たいせいせつび　とうかいしてん 052-563-0586

愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号

工事沢田建設（株） 代表取締役 沢田　政秀924
さわだけんせつ 0576-96-1034

岐阜県大野郡白川村大字鳩谷２７３

工事アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治926
あいてっく 06-6346-0036

大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス

工事（株）秀和 代表取締役 今藤　秀光927
しゆうわ 0572-22-3894

岐阜県多治見市池田町５ー１００

工事（株）本陣 代表取締役 梅岡　美喜男931
ほんじん 052-722-3000

愛知県名古屋市東区矢田南３丁目１３番７号

工事今瀬産業（株） 代表取締役 今瀬　真琴935
いませさんぎよう 0574-72-1419

岐阜県加茂郡白川町河岐１６９１ー２

工事（株）ハシモト電気 代表取締役 橋本　安司936
はしもとでんき 0584-22-2928

岐阜県不破郡垂井町東神田２ー８８

工事邦英商興（株） 代表取締役 裏川　直也940
ほうえいしょうこう 052-914-2641

愛知県名古屋市北区志賀町１ー１８

工事（株）ハイロード 代表取締役 岩切　高幸942
はいろーど 0574-27-4345

岐阜県美濃加茂市牧野３１３９

工事島津システムソリューションズ（株）名古屋支店 支店長 田中　英晃946
しまづしすてむそりゅーしょんず　なごやしてん 052-565-7562

愛知県名古屋市中村区那古野１ー４７ー１名古屋国際センタービル１９Ｆ

工事（株）日立プラントサービス　中部支店 支店長 小西　伸幸947
ひたちぷらんとさーびす　ちゅうぶしてん 052-261-9331

愛知県名古屋市中区栄三丁目１７番１５号

工事（株）立保 代表取締役 安江　将利950
たてほ 0574-78-2565

岐阜県加茂郡東白川村越原１３５１

工事（株）長谷川通信工業 代表取締役 長谷川　修952
はせがわつうしんこうぎょう 0575-25-6866

岐阜県関市平成通２ー１ー３５
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工事（株）ハタノメンテ 代表取締役 波多野　滿953
はたのめんて 0575-24-0029

岐阜県関市東新町４丁目３７１ー６

工事中部事務機（株） 代表取締役 辻　慶一955
ちゆうぶじむき 058-251-7191

岐阜県岐阜市都通１ー１５

工事（株）ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 支社長 中島　直人956
えぬえぬしーえんじにありんぐ　みなみうおぬまししゃ 025-779-2141

新潟県南魚沼市大崎４３６９番地２

工事ロイヤル電気産業（株） 代表取締役 廣瀬　英樹959
ろいやるでんきさんぎょう 058-327-0874

岐阜県瑞穂市別府２７６

工事ヤマハサウンドシステム（株）名古屋営業所 所長 川島　洋次郎960
やまはさうんどしすてむ　なごやえいぎょうしょ 052-201-4922

愛知県名古屋市中区錦１ー１８ー２８

工事（株）斫木村 代表取締役 木村　順一961
はつりきむら 0584-89-7195

岐阜県大垣市新田町５ー２２

工事（株）清水合金製作所 代表取締役 小田　仁志962
しみずごうきんせいさくしょ 0749-23-3131

滋賀県彦根市東沼波町９２８

工事千代田電子システム（株）岐阜営業所 岐阜営業所長 佐藤　邦雄964
ちよだでんししすてむ　ぎふえいぎょうしょ 058-272-6212

岐阜県岐阜市加納北広江町４１

工事（株）メカトロニクス 代表取締役 駒　卓弥965
めかとろにくす 0577-73-2116

岐阜県飛騨市古川町宮城町５００番地の１

工事川田工業（株）名古屋営業所 所長 麻畠　康弘966
かわだこうぎょう　なごやえいぎょうしょ 052-222-6166

愛知県名古屋市中区栄二丁目４番１号

工事（有）ムトウ建工 代表取締役 武藤　立奈969
むとうけんこう 058-323-8161

岐阜県本巣市数屋４９６番地１

工事（株）半布里産業 代表取締役 井戸　道明970
はぶりさんぎよう 0574-54-2610

岐阜県加茂郡富加町羽生５０２ー１

工事（株）梅田 代表取締役 梅田　義人974
うめだ 0574-66-1088

岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣２１２６番地２

工事（株）田中荘介商店 代表取締役 田中　孝芳977
たなかそうすけしょうてん 052-991-3641

愛知県名古屋市北区駒止町２ー８８

工事岐北ペイント（株） 代表取締役 可児　邦公980
ぎほくぺいんと 058-246-6306

岐阜県岐阜市日野西４ー１ー１

工事（株）三竹電工 代表取締役 野田　政博982
みたけでんこう 058-231-5748

岐阜県岐阜市八代３丁目４番２号
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工事二村板金工業（有） 代表取締役 二村　幸芳988
ふたむらばんきんこうぎょう 0576-52-2133

岐阜県下呂市萩原町花池１４４

工事アンシンク（株） 代表取締役 林　雅浩991
あんしんく 058-268-6801

岐阜県岐阜市須賀３丁目１番２２号

工事（株）シーエスイー 代表取締役 加悦　保之992
しーえすいー 052-443-2111

愛知県あま市甚目寺山之浦１１９番地３

工事（有）サインボードエー 代表取締役 中谷　栄作994
さいんぼーどえー 0585-34-2146

岐阜県揖斐郡大野町大字中之元３８７ー１

工事（株）アクトクリエイティブトラスト 代表取締役 田中　基之995
あくとくりえいてぃぶとらすと 058-229-5430

岐阜県岐阜市三輪９６２ー１１

工事京セラコミュニケーションシステム（株）名古屋営業所 統括所長 前村　美彦996
きょうせらこみゅにけーしょんしすてむ　なごやえいぎょうしょ 052-222-1711

愛知県名古屋市中区丸の内１ー１０ー２９

工事富士産業（株）名古屋支店 支店長 西尾　達也999
ふじさんぎょう　なごやしてん 052-528-5678

愛知県名古屋市西区城西４ー５ー４

工事（株）土谷組 代表取締役 土谷　雄戈1001
つちやぐみ 0574-43-0052

岐阜県加茂郡八百津町八百津３３２１ー１２

工事ナゴヤプラント（株） 代表取締役 寺嶋　秀司1002
なごやぷらんと 052-935-1706

愛知県名古屋市東区葵三丁目２５ー１

工事（株）ニューハーベスト 代表取締役 古田　昇1004
にゅーはーべすと 0574-66-2506

岐阜県可児市広見４ー１２

工事丸謹建設（株） 代表取締役 宇野　公夫1007
まるきんけんせつ 058-326-5621

岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１

工事イシデンエンジニアリング（株） 代表取締役 三宅　正敏1008
いしでんえんじにありんぐ 0573-25-6600

岐阜県恵那市大井町２０８７番地の２２１

工事兼新電機（株） 代表取締役 伊東　勇夫1010
かねしんでんき 052-361-4171

愛知県名古屋市中川区柳森町９０７

工事（株）松村電機製作所　中部支店 支店長 山口　滋1012
まつむらでんきせいさくしょ　ちゅうぶしてん 052-265-1591

愛知県名古屋市中区栄５丁目２８番１２号名古屋若宮ビル３階

工事日本クリーナーサービス（株） 代表取締役 林　克実1013
にほんくりーなーさーびす 052-461-2391

愛知県名古屋市中村区猪之越町１ー１ー１０

工事（株）トオヤマ 代表取締役 遠山　重徳1017
とおやま 058-265-2729

岐阜県岐阜市笹土居町２７番地
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工事（有）サトウ塗装 代表取締役 佐藤　慎祐1018
さとうとそう 0575-82-2583

岐阜県郡上市白鳥町向小駄良９３０番地１

工事扶桑電通（株）中部支店 執行役員支店長 三輪　薫1019
ふそうでんつう　ちゅうぶしてん 052-222-1721

愛知県名古屋市中区錦２ー２ー１３

工事瀧上建設興業（株） 代表取締役 鬼頭　克己1021
たきがみけんせつこうぎょう 052-882-7100

愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目１９番２２号

工事（株）バウハウス丸栄 取締役社長 三ヶ尻　大介1022
ばうはうすまるえい 058-249-3611

岐阜県羽島郡岐南町上印食５丁目８２番地

工事アズビル（株）ビルシステムカンパニー中部支社 支社長 川上　伸治1027
あずびる　びるしすてむかんぱにーちゅうぶししゃ 052-265-6706

愛知県名古屋市中区錦二丁目１４番１９号

工事（有）東栄企工 代表取締役 瀬戸口　裕是1028
とうえいきこう 0575-23-1739

岐阜県関市倉知３２４２番地の１

工事東海オートドアー（株） 代表取締役 東山　佳広1029
とうかいおーとどあー 058-271-4490

岐阜県岐阜市茜部菱野１丁目４８番地

工事（株）ワタケン・ホーム 代表取締役 渡邉　貴史1030
わたけん・ほーむ 0574-27-3311

岐阜県美濃加茂市新池町１ー８ー８

工事近畿環境サービス（株） 代表取締役 望田　昭博1031
きんきかんきょうさーびす 06-4808-3222

大阪府大阪市西淀川区歌島２ー１ー１２

工事（株）かんでんエンジニアリング 代表取締役社長 野田　正信1033
かんでんえんじにありんぐ 06-6448-5716

大阪府大阪市北区中之島６ー２ー２７

工事（株）オーヤラックス　名古屋営業所 所長 平石　潔1034
おーやらっくす　なごやえいぎょうしょ 052-211-6221

愛知県名古屋市中区栄１丁目１０番２１号

工事常盤工業（株）中部支店 執行役員支店長 原田　雅士1035
ときわこうぎょう　ちゅうぶしてん 052-803-3431

愛知県名古屋市天白区植田３ー１５０４

工事（株）大雄 代表取締役 阿部　嘉澄1036
だいゆう 058-384-1171

岐阜県各務原市鵜沼西町４ー６９

工事ヤハギ道路（株）岐阜営業所 所長 井上　司1039
やはぎどうろ　ぎふえいぎょうしょ 0575-46-9760

岐阜県関市弥生町１ー４ー３０

工事（株）テクノス 代表取締役 鍔田　剛年1042
てくのす 0584-63-0312

岐阜県安八郡安八町南條７４２ー１

工事日本リフト工業（株） 代表取締役 麦井　映時1045
にほんりふとこうぎょう 052-881-3595

愛知県名古屋市昭和区福江３丁目４番２８号
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工事（株）安江土建 代表取締役 安江　廣男1049
やすえどけん 0574-77-1022

岐阜県加茂郡白川町黒川２４６５ー１

工事（株）協和建設 代表取締役 若宮　＊雄1052
きょうわけんせつ 0574-48-8050

岐阜県可児市東帷子１０２３ー６

工事東島工業（株） 代表取締役 東島　信也1054
とうじまこうぎょう 058-324-9009

岐阜県本巣郡北方町高屋条里２ー９３

工事丸登建設（株） 代表取締役 安江　昭久1055
まるとけんせつ 0574-78-2057

岐阜県加茂郡東白川村神土２６６７ー１

工事谷端建設（株） 代表取締役 谷端　克久1056
たにはたけんせつ 0574-77-1020

岐阜県加茂郡白川町黒川１７７９ー１０

工事（株）日展　名古屋支店 支店長 西嶋　俊章1059
にってん　なごやしてん 052-471-2210

愛知県名古屋市中村区熊野町２ー２２ー１

工事（株）内藤ハウス　名古屋支店 支店長 海川　敬一1062
ないとうはうす　なごやしてん 052-732-7575

愛知県名古屋市千種区仲田２ー１５ー８ＮＴビル１０階

工事（株）鈴木塗装工務店　名古屋支店 支店長 松村　辰雄1063
すずきとそうこうむてん　なごやしてん 052-819-5900

愛知県名古屋市南区明円町６０番地

工事東電工 事業主 美濃輪　健一1073
あずまでんこう 0574-25-5103

岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋１４９８番地２

工事梅田建設（株） 代表取締役社長 梅田　真臣1074
うめだけんせつ 0581-36-2306

岐阜県山県市松尾３ー２５

工事（株）今井水道工務店 代表取締役 今井　康太1078
いまいすいどうこうむてん 0574-25-2644

岐阜県美濃加茂市古井町下古井２５２

工事ギフコンストラクション（有） 代表取締役 林　俊通1079
ぎふこんすとらくしよん 058-214-9775

岐阜県岐阜市三田洞８８３ー５

工事＊田工機（株） 代表取締役 ＊田　達已1080
よしだこうき 052-301-2222

愛知県名古屋市港区新茶屋５丁目３０１１番地

工事（株）杉建 代表取締役 杉本　哲也1081
すぎけん 0577-34-4400

岐阜県高山市岡本町１丁目９８番地８

工事（株）サンケン・エンジニアリング　大阪支店 支店長 中沢　秀記1082
さんけん・えんじにありんぐ　おおさかしてん 06-6338-8052

大阪府吹田市芳野町２ー８

工事浅野アタカ（株）中部支店 支店長 岩間　哲史1085
あさのあたか　ちゅうぶしてん 052-203-1527

愛知県名古屋市中区錦１丁目７番３４号
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工事岐阜管工事（株） 代表取締役 平山　秀樹1087
ぎふかんこうじ 058-262-9415

岐阜県岐阜市上太田町２ー１７

工事菱和エアコン（株）岐阜営業所 所長 小津　貴之1088
りょうわえあこん　ぎふえいぎょうしょ 058-260-7256

岐阜県岐阜市薮田東１ー４ー１１

工事（株）上田新工業 代表取締役 上田　重幸1089
うえだしんこうぎょう 059-345-4761

三重県四日市市河原田町１６２０番地１

工事住友重機械エンバイロメント（株）中部支店 支店長 ＊本　謙一1090
すみともじゅうきかいえんばいろめんと　ちゅうぶしてん 052-971-0538

愛知県名古屋市東区東桜１ー１０ー２４

工事（株）柴田建設 代表取締役 柴田　和彦1091
しばたけんせつ 0573-67-2048

岐阜県中津川市苗木４８

工事（株）大洞工務店 代表取締役 大洞　實1092
おおぼらこうむてん 058-232-3367

岐阜県岐阜市萱場南１ー５ー１８

工事安田建設（株） 代表取締役 田口　絢1093
やすだけんせつ 0574-76-2046

岐阜県加茂郡白川町上佐見１３１

工事東濃建物管理（株） 代表取締役 前田　裕三1094
とうのうたてものかんり 0574-62-5924

岐阜県可児市広見２ー５７

工事（株）磯村　名古屋営業所 所長 河井　克至1097
いそむら　なごやえいぎょうしょ 052-485-5091

愛知県名古屋市中村区藤江町三丁目１６３番地

工事中部化工建設（株） 代表取締役 大塚　秀幸1098
ちゅうぶかこうけんせつ 052-678-2268

愛知県名古屋市熱田区西野町２ー７０　３Ｆ

工事コトブキシーティング（株）名古屋支店 支店長 葛西　聡1099
ことぶきしーてぃんぐ　なごやしてん 052-386-5036

愛知県名古屋市千種区桜が丘２９５第８オオタビル５階

工事ハセテック工業（株） 代表取締役 長谷川　高志1102
はせてっくこうぎょう 0574-66-8260

岐阜県可児市土田５５４０番地１

工事安江電機商会 事業主 安江　英夫1103
やすえでんきしょうかい 0574-25-6974

岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉１０１７番地

工事（株）カワイ工業 代表取締役 川合　雅和1104
かわいこうぎょう 058-293-0720

岐阜県岐阜市則武西２ー２８ー８

工事（株）大坪通信設備 代表取締役 大坪　達也1107
おおつぼつうしんせつび 0573-65-7577

岐阜県中津川市駒場１６６０ー１４３

工事シーエヌ建設（株）岐阜営業所 所長 服部　正美1108
しーえぬけんせつ　ぎふえいぎょうしょ 0572-25-8440

岐阜県多治見市太平町２ー７５
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工事（株）ＳＥＩＷＡ 代表取締役 戸星　章民1120
せいわ 058-233-5695

岐阜県岐阜市上土居３ー３ー２

工事（株）ダイヤモンドホールディングス 代表取締役 高＊　充1121
だいやもんどほーるでぃんぐす 058-293-5110

岐阜県岐阜市下西郷１ー１７０ー１

工事（株）日本メカトロニクス 代表取締役社長 山口　正孝1122
にほんめかとろにくす 052-339-2611

愛知県名古屋市中川区八熊２ー１ー１１

工事（株）新井組　名古屋支店 執行役員支店長 加治木　成之1124
あらいぐみ　なごやしてん 052-211-8849

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目５番１０号

工事パブリックシステム（株） 代表取締役 武藤　正幸1126
ぱぶりっくしすてむ 0575-62-3533

岐阜県郡上市八幡町初納１５４２ー１

工事丸島産業（株） 取締役社長 服部　勝哉1127
まるしまさんぎょう 06-6766-2777

大阪府大阪市中央区谷町５ー３ー１７

工事佐藤鉄工（株）名古屋営業所 所長 大森　祐悦1128
さとうてっこう　なごやえいぎょうしょ 052-961-6200

愛知県名古屋市中区丸の内３ー１８ー１

工事電気興業（株）名古屋支店 支店長 岩澤　俊一1130
でんきこうぎょう　なごやしてん 052-962-2586

愛知県名古屋市東区東桜一丁目４番１３号

工事中日建設（株） 代表取締役 ＊木　賢一朗1131
ちゅうにちけんせつ 052-321-6501

愛知県名古屋市中区橘１ー１ー２０

工事日東工営（株）名古屋支店 支店長 山口　真弘1132
にっとうこうえい　なごやしてん 052-582-7231

愛知県名古屋市中村区名駅４ー２ー１１

工事宮地エンジニアリング（株）名古屋営業所 所長 伊藤　浩之1134
みやぢえんじにありんぐ　なごやえいぎょうしょ 052-219-0690

愛知県名古屋市中区錦１ー２０ー１９

工事英和（株）名古屋営業所 所長 林　秀和1135
えいわ　なごやえいぎようしよ 052-935-8461

愛知県名古屋市東区葵３ー１５ー３１

工事（株）水機テクノス　名古屋支店 支店長 山田　哲由1136
すいきてくのす　なごやしてん 052-218-2088

愛知県名古屋市中区栄２丁目２番１７号

工事新日本ガス（株） 代表取締役 ＊井　孝訓1139
しんにほんがす 058-232-3141

岐阜県岐阜市則武東３丁目１５番７号

工事（有）小栗造園 代表取締役 小栗　昭治1140
おぐりぞうえん 0572-69-2370

岐阜県瑞浪市日吉町７１０ー１

工事日新電通技研（株） 取締役社長 柴山　裕孝1143
にっしんでんつうぎけん 052-261-7236

愛知県名古屋市中区栄３ー２５ー１６
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工事井戸建設（株） 代表取締役 井戸　徳明1144
いどけんせつ 0572-22-0662

岐阜県多治見市昭和町３２ー４

工事マル共ホームズ（株）美濃加茂事務所 事務所長 織部　一樹1148
まるきょうほーむず　みのかもじむしょ 0574-28-8668

岐阜県美濃加茂市牧野字与次郎１７４８ー３

工事（株）巴建設 代表取締役 河野　裕二1149
ともえけんせつ 0574-64-5851

岐阜県可児市久々利７３９番地３

工事ユニオン（株） 代表取締役 ＊畑　一馬1153
ゆにおん 0572-53-2655

岐阜県土岐市土岐津町土岐口１５８９番地の１

工事東海鑿泉（株）名古屋支社 支社長 石原　桂二1156
とうかいさくせん　なごやししゃ 052-303-2171

愛知県名古屋市中川区供米田二丁目４０８番地

工事日本鉄塔工業（株） 代表取締役社長 有田　陽一1157
にっぽんてっとうこうぎょう 093-751-2715

福岡県北九州市若松区北浜一丁目７番１号

工事（株）日立製作所　中部支社 支社長 湯次　善麿1163
ひたちせいさくしょ　ちゅうぶししゃ 052-243-3111

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号ＪＲセントラルタワーズ

工事（株）トーケミ　名古屋営業部 部長 杉田　直隆1164
とーけみ　なごやえいぎょうぶ 052-752-2511

愛知県名古屋市昭和区広路通６丁目１２番地

工事東芝通信インフラシステムズ（株）中部営業所 所長 ＊岡　義成1165
とうしばつうしんいんふらしすてむず　ちゅうぶえいぎょうしょ 052-528-3620

愛知県名古屋市西区名西２丁目３３番１０号

工事（株）イワサキ 代表取締役 小木下　真二1166
いわさき 0574-63-2038

岐阜県可児市清水ケ丘三丁目５５番地

工事ジョンソンコントロールズ（株）名古屋支店 支店長 鈴木　英範1167
じょんそんこんとろーるず　なごやしてん 052-533-3111

愛知県名古屋市中村区名駅南１ー２４ー３０名古屋三井ビル本館

工事名古屋築炉工業（株） 代表取締役 高橋　春生1168
なごやちくろこうぎょう 052-791-6533

愛知県名古屋市守山区小幡太田１０ー２８

工事（株）ケイエヌメンテ　岐阜営業所 営業所長 小島　英人1170
けいえぬめんて　ぎふえいぎょうしょ 058-322-2660

岐阜県各務原市鵜沼朝日町２丁目２９の２

工事（株）浅乃設備 代表取締役 浅野　伸弘1171
あさのせつび 058-214-4201

岐阜県岐阜市東改田字再勝６２番地１

工事北菱電興（株） 取締役社長 小倉　一郎1172
ほくりょうでんこう 076-269-8500

石川県金沢市古府３丁目１２番地

工事日本高圧コンクリート（株）ＰＣ事業部名古屋営業所 所長 谷　英樹1177
にほんこうあつこんくりーと　ぴーしーじぎょうぶなごやえいぎょうしょ 052-950-2855

愛知県名古屋市中区丸の内３丁目６番２７号
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工事文化シヤッター（株）多治見営業所 所長 柳田　明1178
ぶんかしやったー　たじみえいぎょうしょ 0572-29-2910

岐阜県多治見市旭ヶ丘１０ー６ー１５１

工事（株）岡部 代表取締役社長 岡部　竜一1180
おかべ 0763-66-2306

富山県南砺市祖山39

工事山内塗装工務店 事業主 山内　大三郎1181
やまうちとそうこうむてん 0574-43-2231

岐阜県加茂郡八百津町八百津１５１６ー２０

工事（株）溝口営繕 代表取締役 溝口　守1183
みぞぐちえいぜん 0574-62-6368

岐阜県可児市下切２１０３

工事福井電設（株） 代表取締役社長 福井　修1185
ふくいでんせつ 0573-75-3151

岐阜県中津川市坂下７５８

工事（株）マテックシノダ 代表取締役 篠田　潤一郎1186
まてっくしのだ 058-253-2539

岐阜県岐阜市西河渡１ー７ー２

工事東亜建設工業（株）名古屋支店 執行役員支店長 金子　功1187
とうあけんせつこうぎょう　なごやしてん 052-957-6916

愛知県名古屋市中区錦３ー４ー６

工事（株）中部空調サービス 代表取締役 藤井　政規1188
ちゆうぶくうちようさーびす 058-247-3711

岐阜県岐阜市岩滝西１ー４７５ー２

工事（株）ミライト・ワン　東海支店 支店長 野呂　昌人1189
みらいと・わん　とうかいしてん 052-528-1768

愛知県名古屋市西区大金町五丁目６番地

工事安全防水工事（株）可児営業所 所長 安本　勝英1190
あんぜんぼうすいこうじ　かにえいぎょうしょ 0574-62-8373

岐阜県可児市川合２０６

工事（株）クボタ　中部支社 支社長 枡田　多人1192
くぼた　ちゅうぶししゃ 052-564-5111

愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２ー８

工事東洋熱工業（株）名古屋支店 支店長 野村　正志1197
とうようねつこうぎょう　なごやしてん 052-451-7171

愛知県名古屋市中村区太閤五丁目５番１号

工事（株）ティーブイエスネクスト 代表取締役社長 鶴見　俊成1198
てぃーぶいえすねくすと 052-322-6541

愛知県名古屋市中区上前津２ー１４ー１５

工事（株）塩浜工業 代表取締役 塩浜　都広1199
しおはまこうぎょう 0770-25-6027

福井県敦賀市観音町１２ー１

工事（株）野原電建 代表取締役 大石　清貴1200
のはらでんけん 058-201-6014

岐阜県岐阜市西河渡三丁目４６番地１

工事三辰精工（株） 代表取締役 本間　雅剛1201
さんしんせいこう 03-3680-2501

東京都江戸川区船堀４丁目１２番１０号
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工事シンフォニアテクノロジー（株）名古屋支社 支社長 寺本　茂之1202
しんふぉにあてくのろじー　なごやししゃ 052-581-9046

愛知県名古屋市西区名駅１ー１ー１７

工事みらい建設工業（株）中部支店 支店長 黒永　哲也1203
みらいけんせつこうぎょう　ちゅうぶしてん 052-618-8791

愛知県名古屋市中川区月島町６番１号

工事シーシーエヌ（株） 代表取締役 都島　國雄1207
しーしーえぬ 058-268-2300

岐阜県岐阜市須賀１丁目２ー１６

工事東濃防災工業（株） 代表取締役 梶田　幸男1209
とうのうぼうさいこうぎょう 0572-29-2548

岐阜県多治見市姫町６丁目１１４番地

工事（株）岐東建装 代表取締役 松田　弘樹1210
ぎとうけんそう 058-241-5055

岐阜県岐阜市芥見長山２―１０８

工事（株）尾関製作所 代表取締役 尾関　恵一1211
おぜきせいさくしょ 058-271-7520

岐阜県岐阜市徹明通５丁目４番地

工事（株）中村工業 代表取締役 中村　昌輝1212
なかむらこうぎょう 0586-78-3251

愛知県一宮市時之島字吹上２３ー２

工事愛知システムサービス（株） 代表取締役 安藤　哲夫1214
あいちしすてむさーびす 0586-63-1713

愛知県一宮市開明字東沼１３ー３

工事表示灯（株） 代表取締役 ＊毛　孝裕1215
ひょうじとう 052-307-6633

愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２番１１号

工事コスモ工機（株）名古屋支店 支店長 島田　太陽1216
こすもこうき　なごやしてん 052-253-7180

愛知県名古屋市中区栄二丁目４番１８号

工事中部パークシステム（株） 代表取締役 奥田　隆庸1217
ちゆうぶぱーくしすてむ 0584-73-5500

岐阜県大垣市中川町４ー１５７ー３

工事日本建設（株）名古屋支店 常務取締役執行役員支 佐久間　昭司1221
にほんけんせつ　なごやしてん 052-587-7831

愛知県名古屋市中村区名駅５ー７ー３０

工事（株）洞口 代表取締役 洞口　修一1222
ほらぐち 0577-73-2358

岐阜県飛騨市古川町高野１４１ー２

工事斎藤建設（株） 代表取締役 斎藤　浩司1223
さいとうけんせつ 052-853-1261

愛知県名古屋市昭和区石仏町１丁目９３番地

工事（株）ミズプラ 代表取締役 柴田　考1224
みずぷら 0568-36-2727

愛知県春日井市味美白山町１ー１０ー１６

工事（株）日発電工 代表取締役 加藤　正和1226
にっぱつでんこう 0575-28-3313

岐阜県関市山田１０６２ー４

   47 / 62



業 者 一 覧 表

業 者 連 番

住所

氏名漢字 代表者

氏名カナ 電話番号

基準年度

業種

申請外
法 人 番 号

令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事積水化学工業（株）環境・ライフラインカンパニー中部支店 支店長 田野岡　篤1227
せきすいかがくこうぎょう　かんきょう・らいふらいんかんぱにーちゅうぶしてん 052-307-6800

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番３号ＪＲゲートタワー

工事名古屋通信工業（株） 代表取締役 清水　源治1229
なごやつうしんこうぎょう 052-452-4195

愛知県名古屋市中村区太閤１ー２ー１３

工事タニコー（株）岐阜営業所 所長 加藤　幹規1231
たにこー　ぎふえいぎょうしょ 058-274-6201

岐阜県岐阜市茜部寺屋敷２丁目３番地

工事（株）三和サービス 代表取締役 林　正和1232
さんわさーびす 058-273-5653

岐阜県岐阜市西鶉１ー５２

工事西濃機電（株） 代表取締役 安田　隆夫1233
せいのうきでん 0584-92-4101

岐阜県大垣市野口３ー１ー６

工事（株）原田鑿井設備工業所　名古屋営業所 名古屋営業所長 原田　美代1234
はらださくいせつびこうぎょうしょ　なごやえいぎょうしょ 052-935-8711

愛知県名古屋市東区葵１ー１４ー１３

工事地建興業（株） 代表取締役 宮地　秀将1235
ちけんこうぎょう 0566-21-0691

愛知県刈谷市場割町１ー４ー１

工事（株）エステム 代表取締役 塩＊　敦子1237
えすてむ 052-611-0611

愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２丁目１９番地の１

工事（株）森川鑿泉工業所　東京支店 支店長 矢吹　綾1240
もりかわさくせんこうぎょうしょ　とうきょうしてん 03-6908-8506

東京都中野区東中野１ー１４ー２８ー２０１

工事東栄フェンス機鋼商会 事業主 吉村　勝利1241
とうえいふぇんすきこうしょうかい 058-246-7450

岐阜県岐阜市九重町２丁目９番地

工事（株）サンワテック 代表取締役 井平　＊泰1242
さんわてっく 0574-25-5225

岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣１６３７

工事（株）ガイアート　岐阜営業所 所長 改田　隆1243
がいあーと　ぎふえいぎょうしょ 0586-64-8671

岐阜県各務原市川島松原町４６５ー６

工事（株）尾張クリーンパイプ 代表取締役 坂本　泰之1245
おわりくりーんぱいぷ 0568-73-9933

愛知県小牧市間々原新田１０５３

工事ミライズ（株） 代表取締役 林　敬志1247
みらいず 0574-43-2734

岐阜県加茂郡八百津町八百津４８６１ー１

工事（株）奥村組　名古屋支店 執行役員支店長 堀　順一1248
おくむらぐみ　なごやしてん 052-453-5121

愛知県名古屋市中村区竹橋町２９番８号

工事村本建設（株）名古屋支店 執行役員支店長 荻野　潤1249
むらもとけんせつ　なごやしてん 052-957-1535

愛知県名古屋市中区丸の内３ー１９ー１２
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工事ジャトー（株）中部営業所 所長 中村　宏貴1250
じゃとー　ちゅうぶえいぎょうしょ 052-589-6240

愛知県名古屋市西区名駅３丁目６番２０号

工事ＯＫＩクロステック（株）中部支社 支社長 古賀　真之1251
おきくろすてっく　ちゅうぶししゃ 052-232-1221

愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１３番３１号

工事第一電機工業（株） 代表取締役 林　龍明1253
だいいちでんきこうぎょう 052-912-2308

愛知県名古屋市北区志賀町四丁目７７番地

工事日本橋梁（株）名古屋営業所 所長 鹿島　龍太郎1254
にほんきょうりょう　なごやえいぎょうしょ 052-747-4321

愛知県名古屋市中区栄２丁目３番６号

工事ユタカインテグレーション（株） 代表取締役 大谷　明広1256
ゆたかいんてぐれーしょん 06-6933-1101

大阪府大阪市城東区古市１丁目４番２３号

工事名古屋黒板（株） 代表取締役 田中　康裕1258
なごやこくばん 052-913-3271

愛知県名古屋市北区田幡２ー１４ー８

工事フルエング（株） 代表取締役 神戸　剛1259
ふるえんぐ 052-262-7071

愛知県名古屋市中区栄５ー２４ー３３

工事（株）カケン　岐阜営業所 岐阜営業所長 大村　正明1260
かけん　ぎふえいぎょうしょ 058-271-2291

岐阜県岐阜市六条江東３丁目３番地９

工事サンワコムシスエンジニアリング（株）東海支店 支店長 岡田　知博1262
さんわこむしすえんじにありんぐ　とうかいしてん 052-325-6061

愛知県名古屋市西区八筋町２２６

工事須賀工業（株）岐阜出張所 所長 遠藤　仁志1263
すがこうぎょう　ぎふしゅっちょうしょ 058-264-7241

岐阜県岐阜市川端町１３番地１

工事中衛工業（株）岐阜支店 支店長 三ツ村　広治1264
ちゅうえいこうぎょう　ぎふしてん 058-274-8881

岐阜県岐阜市六条南３丁目６番９号

工事（株）服部組 取締役社長 服部　善弘1266
はっとりぐみ 052-661-8211

愛知県名古屋市熱田区南一番町２０ー３

工事川崎設備工業（株）岐阜支店 支店長 國枝　実成1267
かわさきせつびこうぎょう　ぎふしてん 058-262-8181

岐阜県岐阜市若宮町８丁目１２番地

工事イビデンエンジニアリング（株） 取締役社長 西田　剛1268
いびでんえんじにありんぐ 0584-75-2301

岐阜県大垣市木戸町１１２２

工事（株）アイギス 代表取締役 奥村　政一1269
あいぎす 0568-55-3415

愛知県小牧市西島町１０６番地

工事安田工業（株） 取締役 水田　明博1271
やすだこうぎょう 0585-44-0151

岐阜県揖斐郡池田町藤代２９５番地
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工事東興産業（株）兵庫営業所 所長 樫谷　義信1272
とうこうさんぎょう　ひょうごえいぎょうしょ 0794-82-3731

兵庫県三木市別所町東這田７２１ー２９０

工事富士工業（株） 代表取締役 大沢　創一1273
ふじこうぎょう 03-3931-1501

東京都板橋区若木一丁目２６番１３号

工事東濃建設（株） 代表取締役 遠藤　一広1275
とうのうけんせつ 0574-53-4060

岐阜県加茂郡川辺町下川辺３７２ー６

工事（株）ジャクエツ 代表取締役 ＊本　達郎1278
じゃくえつ 0770-25-2200

福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０

工事アイサワ工業（株）名古屋支店 取締役支店長 米田　友亮1279
あいさわこうぎょう　なごやしてん 052-218-2131

愛知県名古屋市中区錦１丁目２０番２５号

工事（株）あくだテック 代表取締役 渡邉　圭介1285
あくだてっく 0575-65-5050

岐阜県郡上市八幡町稲成１０４５

工事名東電気工事（株） 代表取締役社長 谷田　大和1286
めいとうでんきこうじ 052-763-2141

愛知県名古屋市昭和区広路通３丁目７番地の２

工事日本ファイリング（株）名古屋支店 支店長 澤見　年泰1287
にほんふぁいりんぐ　なごやしてん 052-582-7075

愛知県名古屋市中村区名駅南２ー１４ー１９

工事加藤建設（株） 代表取締役 野中　千晴1290
かとうけんせつ 052-851-6241

愛知県名古屋市昭和区出口町２ー４０

工事ＫＣＣＳモバイルエンジニアリング（株） 代表取締役社長 角　秀男1291
けいしーしーえすもばいるえんじにありんぐ 03-3455-4110

東京都港区三田３丁目１３番１６号

工事各務工務店 事業主 各務　博紀1293
かかむこうむてん 0574-45-1240

岐阜県加茂郡八百津町久田見１７３４

工事（株）有電社　中部支店 支店長 山根　聖司1295
ゆうでんしゃ　ちゅうぶしてん 052-855-2955

愛知県名古屋市中区錦３ー２５ー１１

工事（株）アイチケン 代表取締役 井上　小百合1296
あいちけん 0587-55-1000

愛知県江南市力長町大当寺１２８番地

工事（株）山口工務店 代表取締役 山口　勝久1297
やまぐちこうむてん 0575-33-3131

岐阜県美濃市1335

工事日本管財（株）本店 代表取締役社長 福田　慎太郎1298
にほんかんざい　ほんてん 0798-35-2200

兵庫県西宮市六湛寺町９‐１６

工事（株）飯田建設 代表取締役 飯田　道広1299
いいだけんせつ 0572-22-0071

岐阜県多治見市大正町３ー６７
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工事ヤハギ緑化（株） 取締役社長 舩橋　太道1300
やはぎりょっか 052-937-6551

愛知県名古屋市東区葵３丁目１９番７号

工事（株）オーテック　環境システム事業部岐阜営業所 所長 山口　進1301
おーてっく　かんきょうしすてむじぎょうぶぎふえいぎょうしょ 058-266-9072

岐阜県岐阜市蕪城町５

工事（有）本荘塗装 代表取締役 大野　敦司1302
ほんじょうとそう 0581-36-3684

岐阜県山県市洞田５９０ー３

工事（株）横河ブリッジ　名古屋営業所 所長 愛甲　智広1303
よこがわぶりっじ　なごやえいぎょうしょ 052-565-1310

愛知県名古屋市中村区名駅二丁目４５番７号

工事（株）ノバック　名古屋支店 支店長 内匠　光男1304
のばっく　なごやしてん 052-973-3811

愛知県名古屋市中区錦３丁目５番２７号

工事（株）ナガワ　名古屋支店 支店長 伊藤　慎吾1306
ながわ　なごやしてん 052-971-8820

愛知県名古屋市中区錦三丁目４番地６号桜通大津第一生命ビルディング１１階

工事（株）メイセイ 代表取締役 林　明広1308
めいせい 0587-59-8479

愛知県江南市村久野町寺町１２０ー２

工事クマリフト（株）名古屋営業所 所長 長谷川　幸一1309
くまりふと　なごやえいぎょうしょ 052-683-4601

愛知県名古屋市熱田区外土居町９ー１４

工事（有）松吉商店 代表取締役 松岡　丈浩1311
まつよししょうてん 0574-28-5005

岐阜県美濃加茂市下米田町信友４９４ー４

工事テクノネット（株） 代表取締役 石野田　賢次1315
てくのねっと 052-799-5701

愛知県名古屋市守山区青山台７１１

工事鉄建建設（株）名古屋支店 執行役員支店長 大場　秀彦1316
てっけんけんせつ　なごやしてん 052-581-9222

愛知県名古屋市中村区名駅１―１―４

工事（株）水研　名古屋支店 支店長 鈴木　圭吾1317
すいけん　なごやしてん 052-712-5222

愛知県名古屋市東区砂田橋５ー８ー２８

工事ＮＥＳ（株） 代表取締役 成川　和彦1319
ねす 076-439-6980

富山県富山市五福末広町１０３３

工事（株）博電舎 代表取締役 谷井　一博1321
はくでんしゃ 06-6452-2325

大阪府大阪市福島区海老江８ー９ー９

工事日本ジッコウ（株） 代表取締役 佐藤　武司1324
にっぽんじっこう 078-974-1388

兵庫県神戸市西区南別府１ー１４ー６

工事テラル（株）中部支店 次長 磯部　佳功1325
てらる　ちゅうぶしてん 052-332-6510

愛知県名古屋市中区伊勢山１丁目１番１９号名古屋急送ビル６階
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工事ゼット工業（株） 代表取締役 山内　滋子1326
ぜっとこうぎょう 052-794-2777

愛知県名古屋市守山区新守山３４１２

工事天龍建設（株） 代表取締役 八木　重喜1327
てんりゆうけんせつ 058-382-5200

岐阜県各務原市蘇原興亜町１ー２

工事（株）川瀬電気工業所 代表取締役 鈴田　正道1328
かわせでんきこうぎようしよ 052-741-1111

愛知県名古屋市昭和区鶴舞３丁目１６番３０号

工事山村築炉工業（株） 代表取締役 山村　直之1329
やまむらちくろこうぎょう 06-6561-5665

大阪府大阪市浪速区塩草３丁目５番５号

工事（有）伊藤電通 代表取締役 伊藤　雅之1330
いとうでんつう 0572-55-4489

岐阜県土岐市泉町大富２０２６ー７０

工事（株）大竹組 代表取締役 大竹　繁博1331
おおたけぐみ 052-383-3300

愛知県名古屋市港区小碓２ー２５２

工事（株）オービス　名古屋営業所 所長 村上　将幸1332
おーびす　なごやえいぎょうしょ 052-911-7800

愛知県名古屋市北区平安二丁目１番１４号カトレヤビル３Ｆ

工事（株）白水社 代表取締役社長 山口　真一1333
はくすいしゃ 03-3669-1221

東京都中央区日本橋茅場町２丁目２番地８号

工事オギケン（株） 代表取締役 小木曽　慎一1334
おぎけん 058-322-7237

岐阜県本巣郡北方町芝原東町５丁目１０番地

工事（株）大前工務店 代表取締役 大前　克秀1336
おおまえこうむてん 0577-32-1288

岐阜県高山市山田町１１６１ー１５

工事塩谷建設（株） 代表取締役 五十川　栄喜1337
えんやけんせつ 058-271-8987

岐阜県岐阜市六条片田１ー３ー１

工事東３冷凍機（株） 代表取締役 小松　生忠1338
とうさんれいとうき 052-452-2222

愛知県名古屋市中村区亀島二丁目１２番地１２号

工事（株）日本管財環境サービス　東京支店 支店長 本坊　浩文1339
にほんかんざいかんきょうさーびす　とうきょうしてん 03-3252-2115

東京都千代田区神田東松下町２７番地

工事ＮＤＳインフォス（株） 代表取締役社長 佐藤　銀康1340
えぬでぃえすいんふぉす 052-223-5255

愛知県名古屋市中区錦１ー８ー６

工事白光石油（株） 代表取締役 橋枝　武史1341
はっこうせきゆ 058-247-6211

岐阜県岐阜市細畑１丁目９番４号

工事（株）新星工業 代表取締役 三浦　友幸1342
しんせいこうぎょう 0574-64-3533

岐阜県可児市久々利字田中１９３３ー１
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工事（株）東産業　名古屋営業所 所長 西村　勇1343
あずまさんぎょう　なごやえいぎょうしょ 052-829-1115

愛知県名古屋市千種区内山３丁目１０の１７今池セントラルビル３階Ｄ室

工事日本建設（株）名古屋支店 執行役員支店長 加藤　文彦1344
にほんけんせつ　なごやしてん 052-218-6155

愛知県名古屋市中区錦１ー８ー６

工事（株）関電工　名古屋支店 執行役員支店長 松岡　義則1345
かんでんこう　なごやしてん 050-3133-2066

愛知県名古屋市中区栄１ー２ー７名古屋東宝ビル内

工事山田工業（株） 代表取締役社長 中道　保信1347
やまだこうぎょう 06-6632-8158

大阪府大阪市中央区日本橋一丁目１７番１７号

工事パナソニック産機システムズ（株）中部支店 支店長 出口　雅典1350
ぱなそにっくさんきしすてむず　ちゅうぶしてん 052-209-6482

愛知県名古屋市中区丸の内１ー１７ー１９

工事（株）テクノ 代表取締役 伊藤　鋭夫1353
てくの 0568-23-9111

愛知県北名古屋市法成寺松の木１８

工事協和機電工業（株）名古屋営業所 所長 市野　繁明1354
きょうわきでんこうぎょう　なごやえいぎょうしょ 052-486-1288

愛知県名古屋市中村区太閤通８ー３０広誠ビル４Ｄ

工事松井建設（株）名古屋支店 執行役員支店長 野村　守宏1355
まついけんせつ　なごやしてん 052-249-4771

愛知県名古屋市中区栄五丁目２８番１２名古屋若宮ビル

工事大辰工業（株）本店営業所 本店営業所長 川合　秋男1356
だいしんこうぎょう　ほんてんえいぎょうしょ 0584-74-7540

岐阜県大垣市長沢町１ー８７２

工事東菱電子（株） 代表取締役 篭橋　美久1360
とうびしでんし 052-322-3941

愛知県名古屋市中区松原１ー１４ー６

工事（株）中田エンジン　浜松工場 浜松工場長 臼井　敏郎1361
なかたえんじん　はままつこうじょう 053-523-7260

静岡県浜松市中区高丘西２ー１ー１６

工事（株）浜善装飾 代表取締役 虫賀　元哉1362
はまぜんそうしょく 058-251-0248

岐阜県岐阜市西野町６ー１９ー３

工事（株）丸統建 代表取締役 吉村　傳男1363
まるとうけん 0574-24-3370

岐阜県可児市土田５２６８

工事（株）川島鉄工所 代表取締役 川島　義久1364
かわしまてっこうしょ 052-741-1201

愛知県名古屋市千種区今池南２９ー１６川島第五ビル２Ｆ号室

工事（株）ワイズ 代表取締役 吉田　浩二1366
わいず 0584-71-9177

岐阜県大垣市外渕１ー８７ー１

工事ゼネラルヒートポンプ工業（株） 代表取締役 柴　芳郎1367
ぜねらるひーとぽんぷこうぎょう 052-624-6368

愛知県名古屋市緑区大高町字己新田１２１
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工事（株）池田産業　本店 本店長取締役 岩村　幸正1368
いけださんぎよう　ほんてん 0572-44-9666

岐阜県多治見市赤坂町６ー２ー９８

工事（株）Ｊトラフィック 代表取締役 若原　淳1369
じぇいとらふぃっく 058-293-4330

岐阜県岐阜市又丸町畑２６番地１

工事池田電気（株） 代表取締役 池田　憲治1370
いけだでんき 0772-22-1312

京都府宮津市字滝馬７０５

工事河春電気（株） 代表取締役 河村　祐史1371
かわはるでんき 058-231-8774

岐阜県岐阜市早田本町４ー２２

工事（株）丹青社 代表取締役 高橋　貴志1374
たんせいしゃ 03-6455-8151

東京都港区港南１ー２ー７０

工事オリエントハウス（株）名古屋支店 支店長 平田　範滿1375
おりえんとはうす　なごやしてん 052-529-6331

愛知県名古屋市西区城西４丁目２２番８号

工事フジテック（株）名古屋支店 支店長 笠井　宏真1376
ふじてっく　なごやしてん 052-229-1805

愛知県名古屋市中区錦２丁目２番２号

工事シチズンＴＩＣ（株）　名古屋支店 支店長 平山　智彦1377
しちずんていあいしい　なごやしてん 052-991-8600

愛知県名古屋市北区下飯田町４ー２６ー２

工事三菱プレシジョン（株）中部支社 支社長 更田　周司1378
みつびしぷれしじょん　ちゅうぶししゃ 052-961-3557

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２１番３１号

工事エコテック（株） 代表取締役 掛水　法美1379
えこてっく 052-937-2001

愛知県名古屋市東区泉二丁目１８番１３号ケイティケイ高岳オフィス１Ｆ

工事三協電子工業（株） 代表取締役 太田　幸宏1380
さんきょうでんしこうぎょう 058-249-1010

岐阜県羽島郡岐南町伏屋５ー１５０

工事（株）コトネットエンジニアリング 代表取締役 外内　孝1381
ことねっとえんじにありんぐ 075-692-2511

京都府京都市南区上鳥羽菅田町５番地

工事東芝インフラシステムズ（株）中部支社 統括責任者 横田　昭1382
とうしばいんふらしすてむず　ちゅうぶししゃ 052-564-9194

愛知県名古屋市中村区名駅１ー１ー３

工事（株）アスア 代表取締役 住田　彩1383
あすあ 058-297-2047

岐阜県岐阜市長良１３２ー１ー７０２

工事（株）金剛組 代表取締役社長 多田　俊彦1384
こんごうぐみ 06-6779-7731

大阪府大阪市天王寺区四天王寺１ー１４ー２９

工事（有）大幸興業 代表取締役 大中　幸彦1385
だいこうこうぎょう 058-247-6973

岐阜県岐阜市長森本町２ー１３ー１０
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工事（有）本多塗装店 代表取締役 本多　幸広1386
ほんだとそうてん 0576-25-2563

岐阜県下呂市森９１８ー１０

工事中立電機（株） 代表取締役 加藤　徳弘1387
ちゅうりつでんき 0562-92-2121

愛知県豊明市新田町南山９２ー１

工事足立建設（株） 代表取締役 足立　真也1389
あだちけんせつ 052-831-3291

愛知県名古屋市昭和区駒方町４丁目２４番地

工事サノヤス・エンテック（株） 代表取締役社長 浅尾　洋光1390
さのやす・えんてっく 06-6632-8158

大阪府大阪市中央区日本橋一丁目１７番１７号

工事（株）メイセイ 代表取締役 林　吾一1391
めいせい 0587-59-8479

愛知県江南市小杁町長者毛東１９７番地

工事沢井建設（株） 代表取締役 沢井　文仁1392
さわいけんせつ 058-384-1638

岐阜県各務原市各務おがせ町３ー１７１

工事重喜防水工業（株） 代表取締役 山本　康敬1395
じゆうきぼうすいこうぎよう 052-991-0111

愛知県名古屋市北区大野町４丁目１２番地

工事（株）高坂工業　岐阜営業所 代表取締役 松本　修藏1396
こうさかこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 058-246-6466

岐阜県岐阜市岩栄町２丁目１４の５

工事（株）土屋Ｒ＆Ｃ 代表取締役 ＊木　芳明1397
つちやあーるあんどしー 0584-73-2228

岐阜県大垣市禾森町３丁目２０６３番地２

工事（株）丸信住宅産業 代表取締役 渡邉　秀樹1398
まるしんじゅうたくさんぎょう 0574-48-1137

岐阜県加茂郡七宗町中麻生１２９１ー１

工事サン・インターナショナル（株） 代表取締役 山手　大嗣1399
さんいんたーなしょなる 059-351-3443

三重県四日市市朝日町１ー４

工事村瀬興業（株） 代表取締役 赤星　佑輔1400
むらせこうぎょう 0574-67-3476

岐阜県可児郡御嵩町中１１３２番地３

工事（株）守谷商会　名古屋支店 支店長 長島　匡一1401
もりたにしょうかい　なごやしてん 052-238-0022

愛知県名古屋市中区栄三丁目１番１号

工事（株）丸亀工務 代表取締役 古藤　義之1403
まるかめこうむ 0574-50-7085

岐阜県可児市下切３３１６ー２

工事（株）ユニホー 代表取締役 丹羽　紀人1404
ゆにほー 052-703-1111

愛知県名古屋市名東区一社３ー７

工事（有）共和舞台設備 代表取締役 山田　恭裕1405
きょうわぶたいせつび 0562-47-1171

愛知県大府市梶田町一丁目８９番地の１
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工事（株）丸杉 代表取締役 杉山　忠国1406
まるすぎ 058-267-0111

岐阜県岐阜市金町８ー１　フロンティア丸杉ビル

工事東亜グラウト工業（株）中部支店 支店長 大矢　憲1407
とうあぐらうとこうぎょう　ちゅうぶしてん 052-842-8595

愛知県名古屋市天白区笹原町５０８番地

工事（株）タツノ　中部支店 支店長 竹村　徳憲1408
たつの　ちゅうぶしてん 050-9000-2345

愛知県名古屋市東区矢田三丁目２番２５号

工事三晃工業（株） 代表取締役 山梶　章1409
さんこうこうぎよう 06-6555-7052

大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１５番２６号

工事（株）明電エンジニアリング　中部支社 支社長 新居田　正浩1410
めいでんえんじにありんぐ　ちゅうぶししゃ 052-504-8162

愛知県清須市西枇杷島町一反五畝割４９６ー１

工事日本原料（株）関西支店 支店長 瀬田　和俊1411
にほんげんりょう　かんさいしてん 06-6941-5555

大阪府大阪市中央区内本町１丁目３番５号

工事（株）麦島建設 代表取締役 麦島　悦司1412
むぎしまけんせつ 052-872-6106

愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目１９番１０号

工事小塩通信（株） 代表取締役 小塩　渉1416
おじおつうしん 058-253-0117

岐阜県岐阜市敷島町７ー３４

工事（株）サンセルフ 代表取締役 富田　和敬1418
さんせるふ 0565-78-0740

愛知県豊田市美里１ー１４ー９

工事北村組（有） 代表取締役 北村　友秀1419
きたむらぐみ 058-392-4779

岐阜県羽島市竹鼻町狐穴４１４ー２

工事水ｉｎｇエンジニアリング（株）中部支店 支店長 今枝　光彰1420
すいんぐえんじにありんぐ　ちゅうぶしてん 052-951-6671

愛知県名古屋市中区新栄町二丁目４番地

工事加藤建設（株） 代表取締役 森　晃廣1421
かとうけんせつ 0585-45-7033

岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神１１５８ー１

工事ゼネラルヒートポンプ工業（株） 代表取締役 柴　芳郎1423
ぜねらるひーとぽんぷこうぎょう 052-624-6368

愛知県名古屋市緑区大高町字己新田１２１

工事井納建設（株） 代表取締役 井納　英昭1425
いのうけんせつ 0581-34-2333

岐阜県本巣市文殊６７８ー１

工事（株）井上工務店 代表取締役 井上　正博1426
いのうえこうむてん 0577-33-0715

岐阜県高山市江名子町２７１５ー１１

工事三重重工業（株） 代表取締役 窪　道＊1427
みえじゅうこうぎょう 0594-76-7511

三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚３７１０番地
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工事松下電建（株） 代表取締役 松下　泰文1428
まつしたでんけん 0578-82-0417

岐阜県飛騨市神岡町船津１４７８

工事中濃塗装 事業主 小松　裕之1429
ちゅうのうとそう 0574-62-8033

岐阜県可児市川合９０６の１３

工事中部精機（株） 代表取締役 小道　浩也1430
ちゅうぶせいき 052-872-5095

愛知県名古屋市瑞穂区新開町２４ー９９

工事東芝ライテック（株）中部営業所 所長 本堂　武志1431
とうしばらいてっく　ちゅうぶえいぎょうしょ 050-3191-3163

愛知県名古屋市西区名西２丁目３３番１０号

工事大和機工（株） 代表取締役 小森谷　尚久1432
だいわきこう 0562-44-1166

愛知県大府市梶田町１ー１７１

工事（株）ピーエス三菱　名古屋支店 執行役員支店長 田原　道和1433
ぴーえすみつびし　なごやしてん 052-221-8486

愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１７番１９号

工事（株）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1434
ひたちいんだすとりあるぷろだくつ　ちゅうぶしてん 052-249-3060

愛知県名古屋市中区栄三丁目１７番１２号

工事茗芯通設（株） 代表取締役 堀　千鶴1435
みょうしんつうせつ 058-245-1061

岐阜県岐阜市領下７丁目３０番地

工事（株）岡田製作所 代表取締役 鈴木　郁男1436
おかだせいさくしょ 0276-74-3838

群馬県館林市近藤町３１８番地の２

工事（株）日立産機システム　中部支社 支社長 森本　康1437
ひたちさんきしすてむ　ちゅうぶししゃ 052-884-5811

愛知県名古屋市熱田区桜田町１６番１７号

工事（株）悠司工業 代表取締役 赤星　佑輔1438
ゆうしこうぎょう 0574-66-5706

岐阜県加茂郡坂祝町取組４９０ー１

工事川瀬塗装（株） 代表取締役 大山　芳峰1439
かわせとそう 058-246-6466

岐阜県岐阜市岩栄町２ー１４ー５

工事矢田工業（株） 代表取締役 成田　正樹1440
やだこうぎょう 024-972-2811

福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１

工事（株）太平エンジニアリング　岐阜営業所 所長 村瀬　孝1441
たいへいえんじにありんぐ　ぎふえいぎょうしょ 058-322-8822

岐阜県各務原市蘇原村雨町４丁目３３番地１

工事米沢電気工事（株）名古屋支店 執行役員支店長 高山　邦史1442
よねざわでんきこうじ　なごやしてん 052-412-1357

愛知県名古屋市中村区鴨付町２ー４

工事根本工業（株） 代表取締役 根本　和彦1443
ねもとこうぎょう 052-732-0228

愛知県名古屋市昭和区小坂町２ー１３
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工事（株）日本メカトロニクス 代表取締役 北村　博人1444
にほんめかとろにくす 052-339-2611

愛知県名古屋市中川区八熊２ー１ー１１

工事三和シヤッター工業（株）岐阜統括営業所 統括所長 池本　聡1445
さんわしやったーこうぎょう　ぎふとうかつえいぎょうしょ 058-276-6735

岐阜県岐阜市茜部野瀬１丁目２９

工事寺岡オート・ドアシステム（株）名古屋支店 支店長 ＊田　司1447
てらおかおーとどあしすてむ　なごやしてん 052-911-2361

愛知県名古屋市北区清水五丁目十番二号

工事日本コムシス（株）東海支店 支店長 土井内　裕章1448
にっぽんこむしす　とうかいしてん 052-219-3317

愛知県名古屋市中区栄２ー１０ー１

工事ヤハギ緑化（株） 取締役社長 舩橋　太道1449
やはぎりょっか 052-937-6551

愛知県名古屋市東区葵３丁目１９番７号

工事　物品（有）エイ・エス・ピー設備 代表取締役 吉村　修1452
えい・えす・ぴーせつび 058-272-4187

岐阜県岐阜市加納神明町４丁目７番地１

工事（株）舘林 代表取締役 小澤　竜太1453
たてばやし 0573-26-3030

岐阜県恵那市大井町２０８７ー５２１

工事ヤマテック（株） 代表取締役 山中　朋樹1454
やまてっく 0572-26-7730

岐阜県多治見市大畑町西仲根５ー１

工事三栄電気通信工事（株） 代表取締役 西垣　康紀1455
さんえいでんきつうしんこうじ 058-239-5418

岐阜県岐阜市西改田上の町４９番地１

工事吉永建設工業（株） 代表取締役 吉永　健太郎1456
よしながけんせつこうぎょう 0587-93-5208

愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚２８７番地２

工事（有）米田住宅設備 代表取締役 林　正紀1457
よねだじゅうたくせつび 0574-25-5146

岐阜県美濃加茂市下米田町西脇５４６

工事日本水機工（株） 代表取締役 綾城　光男1459
にほんみずきこう 058-214-2925

岐阜県岐阜市六条江東２‐８‐８　エムステイト１０５

工事中日電機工業（株） 代表取締役 加藤　高也1462
ちゅうにちでんきこうぎょう 052-362-3651

愛知県名古屋市中川区富川町５ー２ー６

工事グリーンワークス（株） 代表取締役 安田　忠邦1463
ぐりーんわーくす 0584-74-1222

岐阜県大垣市和合本町１ー３６４

工事（株）小林サービス 代表取締役 小林　孝好1464
こばやしさーびす 0584-71-8728

岐阜県不破郡垂井町１９２３ー１２

工事（株）大菅工業 代表取締役 白木　毅仁1465
おおすがこうぎょう 058-252-1123

岐阜県岐阜市大菅北２１番２８号
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工事野里電気工業（株）名古屋支店 執行役員支店長 若杉　武人1466
のざとでんきこうぎょう　なごやしてん 052-891-2058

愛知県名古屋市天白区野並１丁目１１５番

工事（株）イビソク 代表取締役 森　允1468
いびそく 0584-89-5507

岐阜県大垣市築捨町３ー１０２

工事日本調理機（株）中部支店 支店長 柳谷　英希1470
にほんちょうりき　ちゅうぶしてん 052-702-1321

愛知県名古屋市名東区野間町２５ー１

工事日建工業（株） 代表取締役社長 今治　一雄1471
にっけんこうぎょう 058-265-3431

岐阜県岐阜市今町四丁目２３番地

工事（株）大和設備 代表取締役 安積　信有1472
だいわせつび 0572-22-5430

岐阜県多治見市大畑町４ー８６

工事石政佐藤石材（有） 代表取締役 佐藤　豊1473
いしまささとうせきざい 0572-22-2617

岐阜県多治見市生田町一丁目１番地１

工事明和工業（株）名古屋営業所 名古屋営業所長 河原崎　克哉1475
めいわこうぎょう　なごやえいぎょうしょ 052-753-7660

愛知県名古屋市千種区内山３丁目１７番地４号スズシン第二ビル　２階

工事丸仲建設（株）岐阜支店 取締役支店長 榎　雅浩1477
まるなかけんせつ　ぎふしてん 058-389-7935

岐阜県各務原市蘇原新栄町１ー６５ー１

工事ＫＲＳ（株） 代表取締役 清野　光郷1478
けーあーるえす 0572-44-8440

岐阜県土岐市泉町大富９１６番地の３３

工事（株）泰東 代表取締役 前田　博一1479
たいとう 0766-21-2477

富山県高岡市内免２丁目４番１号

工事（株）富士通エフサス 代表取締役社長 小林　俊範1481
ふじつうえふさす 044-754-2453

神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２

工事（株）日さく　西日本支社 執行役員支社長 坂本　博之1482
にっさく　にしにほんししゃ 052-432-0211

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

工事クリモトパイプエンジニアリング（株） 代表取締役社長 原田　新1483
くりもとぱいぷえんじにありんぐ 06-6686-1101

大阪府大阪市住之江区泉２ー１ー６４

工事ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸1484
けいえすえす 042-560-2042

東京都武蔵村山市伊奈平１ー７０ー２

工事（株）岩佐鐵工所 代表取締役 岩佐　耕作1485
いわさてつこうしよ 0577-33-5588

岐阜県高山市昭和町３ー７８ー３

工事富士通Ｊａｐａｎ（株）東海支社 支社長 森本　泰史1487
ふじつうじゃぱん　とうかいししゃ 052-756-3820

愛知県名古屋市中村区名駅１ー１ー３ＪＲゲートタワー

   59 / 62



業 者 一 覧 表

業 者 連 番

住所

氏名漢字 代表者

氏名カナ 電話番号

基準年度

業種

申請外
法 人 番 号

令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

工事ジャパンエレベーターパーツ（株） 代表取締役 那須　公輔1488
じゃぱんえれべーたーぱーつ 048-486-9065

埼玉県和光市新倉５ー６ー５０

工事（株）前田産業　名古屋支店 名古屋支店長 中神　孝文1489
まえださんぎょう　なごやしてん 052-228-2311

愛知県名古屋市中区新栄３丁目５番１号セントラル千種ビル７０２号

工事佐伯電気工事（株） 代表取締役 佐伯　秀明1490
さえきでんきこうじ 0574-53-2171

岐阜県加茂郡川辺町石神１８８ー１

工事大島造園土木（株） 代表取締役 大島　健資1491
おおしまぞうえんどぼく 052-221-1357

愛知県名古屋市中区栄一丁目１０番３４号

工事（株）鍜治田工務店　名古屋支店 取締役支店長 柏原　幸嗣1492
かじたこうむてん　なごやしてん 052-232-0808

愛知県名古屋市中区錦１丁目１０番２７号

工事ＮＤネットサービス（有） 代表取締役 鈴木　宏隆1493
えぬでぃねっとさーびす 072-229-5252

大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５

工事（株）昭電設備 代表取締役 溝口　泰伸1494
しょうでんせつび 0568-88-7701

愛知県春日井市神屋町字森６４２

工事イノコ（株） 代表取締役 猪子　哲司1495
いのこ 052-834-3411

愛知県名古屋市昭和区滝川町３１ー３２

工事（株）中村組　名古屋支店 支店長 山下　真臣1496
なかむらぐみ　なごやしてん 052-321-0523

愛知県名古屋市中区金山２ー１４ー１８

工事マイクロウェーブファクトリー（株） 代表取締役 山口　雅彦1498
まいくろうぇーぶふぁくとりー 045-594-6639

神奈川県横浜市港北区新横浜３ー１８ー３

工事（株）泰新工業 代表取締役 佐合　泰彦1500
たいしんこうぎょう 0574-43-5308

岐阜県加茂郡八百津町八百津４５１５番地４

工事大栄産業（株） 代表取締役 木村　雄三1501
だいえいさんぎょう 0569-82-0338

愛知県知多郡美浜町北方字西側８５番地の１

工事（株）ヨシイ通信 代表取締役 吉井　政樹1502
よしいつうしん 058-372-3291

岐阜県本巣郡北方町柱本５４７ー２

工事（株）サンテック　中部支社 支社長 鈴木　啓示1503
さんてっく　ちゅうぶししゃ 052-872-3951

愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目１４番２０号

工事（株）タクマ　中部支店 支店長 菅原　孝二1504
たくま　ちゆうぶしてん 052-571-5211

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２２番８号大東海ビル

工事（株）三勇テクノス 代表取締役 木下　裕嗣1505
さんゆうてくのす 058-218-3441

岐阜県岐阜市柳津町東塚３丁目６３番地
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工事（株）山和 代表取締役 山田　利康1506
さんわ 0574-62-1416

岐阜県可児市下恵土５３５６ー１

工事エバーストラクション（株）岐阜営業所 岐阜営業所長 河井　彰1507
えばーすとらくしょん　ぎふえいぎょうしょ 058-216-0745

岐阜県羽島郡岐南町三宅９丁目１２３ー１

工事オイレスＥＣＯ（株）名古屋支店 名古屋支店長 後藤　雅和1508
おいれすえこ　なごやしてん 052-569-2788

愛知県名古屋市中村区名駅４ー１７ー３メイヨンビル５階

工事（株）イー・メンテ豊橋 代表取締役 初田　邦夫1509
いー　めんてとよはし 0532-35-7578

愛知県豊橋市牛川通二丁目７番地４

工事（株）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1510
じぇいぶいしーけんうっどこうきょうさんぎょうしすてむ　かんさいしてん 06-6450-4362

大阪府大阪市福島区鷺洲１ー１１ー１９大阪福島セントラルビル４階

工事都築電気（株）名古屋オフィス 中日本ソリューション 清水　信裕1511
つづきでんき　なごやおふぃす 050-3684-8001

愛知県名古屋市中区錦二丁目１３番３０号

工事（株）翔保 代表取締役 安江　好成1512
しょうほう 0574-78-2560

岐阜県加茂郡東白川村越原１３５１番地

工事（有）トータスコーポレーション 代表取締役 亀井　誠1513
とーたすこーぽれーしょん 0956-47-4611

長崎県佐世保市棚方町４８８番地１７

工事（株）加納工務店 代表取締役 加納　寛巳1514
かのうこうむてん 052-241-3618

愛知県名古屋市中区千代田１ー４ー１５

工事（株）シモテック 代表取締役 下村　修功1515
しもてっく 0566-84-5681

愛知県知立市来迎寺町広海道３６ー１

工事（株）セイノー防災工業 代表取締役 和田　展明1516
せいのーぼうさいこうぎょう 0584-78-7181

岐阜県大垣市南若森４丁目８２番地

工事三友プラントシステムズ（株） 代表取締役 永井　勝1517
さんゆうぷらんとしすてむず 058-201-2275

岐阜県岐阜市中鶉六丁目２１番地１

工事奥村組土木興業（株）名古屋支店 支店長 村上　貞行1518
おくむらぐみどぼくこうぎょう　なごやしてん 052-583-1560

愛知県名古屋市中村区名駅南４丁目８番１７号ダイドー名駅南第２ビル

工事（株）魚津社寺工務店 代表取締役 魚津　忠弘1519
うおつしゃじこうむてん 052-331-3080

愛知県名古屋市中川区西日置二丁目１２番２０号

工事パインテール（株） 代表取締役 松尾　直樹1520
ぱいんてーる 058-214-2424

岐阜県岐阜市田神９番地１０

工事松井工業（株） 代表取締役 松井　康信1521
まついこうぎょう 0584-88-1911

岐阜県大垣市築捨町５ー８６ー１
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工事（株）イズミ通信 代表取締役 小泉　宣昭1523
いずみつうしん 058-233-8487

岐阜県岐阜市菅生６丁目９番１７号

工事（株）ＫＵＮＩＮＯ 代表取締役 加藤　光1524
くにの 0584-71-8157

岐阜県大垣市羽衣町８ー４ー１

工事（株）福留エンジニアリング 代表取締役 福留　秀次1526
ふくどめえんじにありんぐ 0561-75-5700

愛知県日進市竹の山１丁目６１３番地

工事（有）三輪塗装 代表取締役 三輪　雄彦1527
みわとそう 0575-22-3892

岐阜県関市東新町３ー９２１ー５

工事勝栄工業（株） 代表取締役 久江　勝1528
しょうえいこうぎょう 058-237-1441

岐阜県岐阜市粟野東５丁目５３９番地

工事アイネット・システムズ（株） 代表取締役 牧山　哲見1529
あいねっとしすてむず 06-6121-4120

大阪府大阪市中央区南船場二丁目９番８号

工事（有）総美クリエイト 取締役社長 國島　正嗣1530
そうびくりえいと 058-214-7277

岐阜県羽島郡岐南町若宮地３ー１２０

工事クラ設計（株） 代表取締役 ＊倉　康人1531
くらせっけい 052-908-0939

愛知県名古屋市西区名西１丁目２０番４９号

工事（株）ＫＯＫＵＡ 代表取締役 田代　美穂1532
こくあ 058-268-6822

岐阜県岐阜市西川手８ー９３

工事（株）ウッドストン山田石商 代表取締役 山田　章嗣1533
うっどすとんやまだせきしょう 058-231-1839

岐阜県岐阜市長良１９１２

工事（株）気象工学研究所 代表取締役社長　 小久保　鉄也1534
きしょうこうがくけんきゅうしょ 06-6441-1022

大阪府大阪市西区京町堀１丁目８番５号

工事（株）エレックス極東 代表取締役 三宅　正貢1535
えれっくすきょくとう 052-804-0480

愛知県名古屋市天白区島田三丁目６０８番地の１

工事（株）ＳＵＢＡＲＵ　ＫＯＧＹＯ 代表取締役 田中　康平1536
すばるこうぎょう 058-277-2122

岐阜県岐阜市東鶉２ー６２ー１　グラシエ４０３

工事泉水道工業所 事業主 古田　聡1537
いずみすいどうこうぎょうしょ 0574-43-3153

岐阜県加茂郡八百津町野上８２７ー１

工事（株）コウアイ 代表取締役 是方　俊則1538
こうあい 058-372-3261

岐阜県各務原市鵜沼羽場町５ー１４６
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