
岐阜県 ２９７社

静岡県 ２４３社

愛知県 ３７７社

三重県 ２５３社

合計 １,１７０社

社会保険加⼊促進
宣⾔企業数
（令和3年7⽉現在）

⼯事を受注する際には必要な法定福利費の額を適
切に積算して法定福利費を内訳明⽰した⾒積書を
提出し、ダンピング受注をしないこと。

※⾏動基準（⼀部抜粋）

建設産業は、処遇改善の実現に向け、関係者を挙げて全⼒で取り組んでいます!建設産業は、処遇改善の実現に向け、関係者を挙げて全⼒で取り組んでいます!

元請企業

施⼯する現場に携わる下請企業に対し、作業員を
適切な保険に加⼊させることを求め、作業員が適
切な保険に加⼊していることを確認すること。

下請企業

国⼟交通省 中部地⽅整備局 建政部

私たちは です。

中部地⽅整備局による企業PR⽀援の例

企業PRポスターPRステッカー

●中部地⽅整備局等のホームページ上での紹介
●PRポスター、PRステッカーの配布
●ＰＲチラシの配布を通じた積極的な広報 等

給与・休暇・希望
◎週休２⽇の実現
◎⽣産性の向上
◎賃⾦⽔準の確保 など

◎週休２⽇の実現
◎⽣産性の向上
◎賃⾦⽔準の確保 など



会社名 会社名 会社名
あ行 （有）桜調温 （株）辺省
（株）ＩＨＩインフラ建設　中部支店 （株）佐竹組 （株）西尾建設
（株）アイテツ 佐藤工業（株）　名古屋支店 （株）ニシノ
（有）アイワ工業 （株）佐藤渡辺　中部支店 西松建設（株）　中部支店
青木あすなろ建設（株）　名古屋支店 佐野塗装（株） （株）西村工建
あおみ建設（株）　名古屋支店 沢田建設（株） （株）日さく　西日本支社
曙開発（株） 三気建設（株） 日産工業（株）
（株）アスカ 三建産業（株） 日東工業（株）
（株）天野建設 （株）三晃建設 （株）ＮＩＰＰＯ　中部支店
（株）新井組　名古屋支店 三幸土木（株） 日鋪建設（株） 　中部支店
荒川鉄工（株） 三柏（株） 日本コンクリート工業（株）　名古屋支店
飯島鉄筋工業（株） （株）三洋組 日本電設工業（株）　中部支店
石川設電（株） （株）サンロード東海 日本道路（株）　中部支店
イシデンエンジニアリング（株） 三和シヤッター工業（株）　中部ビル建材支店 （株）日本ピーエス　中部支店
（株）石原建材 篠田（株） 日本空調サービス（株）
泉左官住設（株） （株）柴田土木 日本ハイウエイ・サービス（株）　名古屋支店
（株）イソベ （株）嶋工務店 （株）庭萬
板垣建設（株） 清水建設（株）　名古屋支店 （株）乃一
（株）市川工務店 昭和建設（株） （株）野田建設
（株）イチテック 昭和コンクリート工業（株）　中部支店 （株）野原組
市原産業（株） 昭和造園土木（株） は行

井戸建設（株） 昭和土木（株） はぎわらｅ（株）
伊藤建工（株） ショーボンド建設（株）　中部支社 橋本建設（株）
（株）伊藤工務店 白川産業（株） （株）畑佐土木
（株）伊藤工務店 伸永建設（株） （株）ハツカワ
（株）イトウ産業 シンエイ・リテイルマネジメント（株） （株）林工務店
（株）イトウ林産 シンクレイヤ（株） （株）ハラモク
井納建設（株） （株）新東建設 飛雄建設（株）
揖斐川工業（株） 新日本工業（株） （株）平田組
イビデングリーンテック（株） 瑞明建設（有） 福田道路（株）　中部支店
（株）岩城 末永電気（株） （株）房村組
イワタニ東海（株） （株）椙岡組 （株）フジタ　名古屋支店
（株）宇佐美組 杉山建設（株） 不二木材工業（株）
梅田建設（株） 住装（株） （株）藤本組
ＳＫＫ（株） 青協建設（株） 藤吉工業（株）
（株）エナ重機 西建産業（株） 二村建設（株）
（株）横建 西濃建設（株） （株）古沢組
王春工業（株） （株）西武管商 （株）洞口
（有）大久保工務店 西武建設（株）　名古屋支店 （株）堀部工務店
（株）大阪防水建設社　名古屋支店 （株）関元組 （株）本陣
大津鉄工（株） セントラル建設（株） （株）本間組　名古屋支店
（株）大西組 （株）創栄 ま行

（株）大橋組 た行 前田建設工業（株）　中部支店
（株）大橋工務店 第一建設（株） 前田道路（株） 　中部支店
（株）大林組　名古屋支店 ダイキンＨＶＡＣソリューション東海（株） （株）前田土木
大林道路（株）　中部支店 大成建設（株）　名古屋支店 松井建設（株）　名古屋支店
大山土木（株） （株）大誠重機 （株）松野組
大山土木（有） （株）大塗 松村工業（株）
大脇建設（株） 大日本土木（株） （株）松本電気設備
（株）岡島建設 大豊建設（株）　名古屋支店 丸岩推工（株）
岡田産業（株） （株）大雄 丸栄コンクリート工業（株）
（株）岡本工務店 大有建設（株） 丸河商事（株）
（株）奥田建設 大冷工業（株） 丸謹建設（株）
奥原建設（株） 高木建設（株） （株）マルコオ・ポーロ化工
（株）奥村組　名古屋支店 （株）髙田組 丸正建設（株）
オリエンタル白石（株）　名古屋営業支店 竹内建設（株） 丸ス産業（株）
か行 （株）竹中組 丸成林建設（株）
（株）ガイアート　中部支店 （株）竹中土木　名古屋支店 （株）丸高組
海津建設（株） 舘林建設（株） （株）丸徳鉄工
加向建設（株） （株）立保 マルハシ工業（株）
（株）カシワバラ・コーポレーション　名古屋営業所 田中建設工業（株） 丸文産業（株）
柏木工（株） （株）タナカ通信電機工業 丸水設備（株）
粕川商事（株） 玉田建設（株） （有）丸勇建設
（株）加藤組 中央建材工業（株） （株）水口建設
加藤建設（株） 中京実業（株） （株）水口土建
加藤土木（株） 中設エンジ（株）　名古屋事業本部 （株）三鈴エリー
鐘建工業（株） （株）中電工　名古屋支社 水谷建設（株）
金子工業（株） 中日建設（株） （株）水野組
神野産業（株） 中日コプロ（株） 水野工業（株）
川北電気工業（株） （株）中濃 美濃窯業（株）
川崎設備工業（株） （株）中部圧接 宮島建設（株）
（株）川瀬組 中部建材（株） （株）宮本組　名古屋支店
関特工業（株）　名古屋支店 中部ニチレキ工事（株） 三好塗装工業（株）
岐建（株） 中部フローリング（株） 村本建設（株）　名古屋支店
（株）木越組 （株）千代田組　中部支店 （株）村山組
北川工務（株） 千代田電子システム（株） 名工建設（株）
北川ヒューテック（株）　中部支店 塚本産業（株） 名東産業（株）
（株）北村組 付知土建（株） 名菱電子（株）
（株）岐阜アイシー （株）土谷組 （株）森組　中部営業所
岐阜北建設（株） 東亜建設工業（株）　名古屋支店 森建設（株）
技阜建 東亜道路工業（株）　中部支社 や行

（株）岐阜造園 東急建設（株）　名古屋支店 八洲建設（株）
岐阜舗道（株） （株）東光電工社 （株）安江土建
木村工業（株） 東部建設（株） 矢作建設工業（株）
（株）共同組 東邦地水（株） （株）山辰組
（株）金原カッター （株）東洋スタビ 山田土建（株）
日下部建設（株） （株）東洋特殊化学 （株）ヤマモト
（株）國井組 （株）トーエネックサービス （株）ヤマユウ
窪田エンジニアズ（株） （株）トーカイ 横山工業（株）
（株）久保田工務店 ドーピー建設工業（株） （株）吉川組
（株）熊谷組　名古屋支店 徳倉建設（株） （株）吉川組
（株）栗山組 （株）所組 ヨシテク工業（株）
ケミカルグラウト（株）　名古屋支店 所産業（株） 寄神建設（株）　名古屋支店
小池土木（株） 戸島工業（株） ら行

（有）河野組 トーテックアメニティ（株） （株）ＬＩＸＩＬ
（株）鴻池組　名古屋支店 飛島建設（株）　名古屋支店 隆一産業（株）
向陽信和（株） 巴産業（株） りゅうでん（株）
小境電気工事（株） な行 りんかい日産建設（株）　名古屋支店
後藤工事（株） 内藤建設（株） わ行

五洋建設（株）　名古屋支店 内藤電機（株） ＹＫＫＡＰ（株）　名古屋ビル建材支店
近藤建設（株） （株）中島工務店 （株）渡辺組
さ行 （株）長瀬土建
酒井電気工事（株） （有）中田土建

社会保険加⼊促進宣⾔企業⼀覧（岐⾩県） （令和4年3⽉現在）

（五⼗⾳順で記載）



会社名 会社名 会社名

あ行 佐藤工業（株）　名古屋支店 中村建設（株）
（株）ＩＨＩインフラ建設　中部支店 （株）佐藤渡辺　中部支店 （株）ナカヤ
（株）アイテツ 佐野建材 夏目電気工業（株）
アオイネオン（株） 佐野塗装（株） 南條工業（株）
青木あすなろ建設（株）　名古屋支店 塩地総合開発（株） （株）西尾組
青木建設（株） 静鉄建設（株） 西松建設（株）　中部支店
あおみ建設（株）　名古屋支店 システムナオ（株） 日興電気通信（株）
青山建材 （株）シズデン （株）日さく　西日本支社
（株）アキヤマ 芝田重機（有） （株）ＮＩＰＰＯ　中部支店
（株）新井組　名古屋支店 清水建設（株）　名古屋支店 日鋪建設（株） 　中部支店
荒川鉄工（株） （株）正興 日本電設工業（株）　静岡営業所
飯島鉄筋工業（株） 昭和コンクリート工業（株）　中部支店 日本道路（株）　中部支店
（株）飯田組 ショーボンド建設（株）　中部支社 （株）日本ピーエス　中部支店
（株）石井組 （株）白鳥建設 日本空調サービス（株）
イシデンエンジニアリング（株） 伸栄建設（株） （株）庭萬
石福建設（株） シンエイ・リテイルマネジメント（株） （株）乃一
市川土木（株） シンクレイヤ（株） 野川建材
（株）井出組 神野建設（株） 野川建材
（株）稲葉商店 （株）新村組 野川工業
イハラ建成工業（株） 杉岡建材 は行
岩崎建材 （株）鈴恭組 （株）橋本組
植田建材 鈴中工業（株） 花菱建設（株）
植田建材 鈴与建設（株） （株）浜建
臼幸産業（株） 住電日立ケーブル（株）　中部支店 （株）原田総合企画
海野建材 須山建設（株） （株）ピア東海
（株）エコワーク 駿河工業（株） 日比谷総合設備（株） 　東海支店
（株）エスディーエス セイトー（株） 平井工業（株）
遠藤建設（株） 西武建設（株）　静岡営業所 平野建設（株）
大石建設（株） （株）清谷商店 福田道路（株）　中部支店
大石建設（株） 静和工業（株） 藤城建設（株）
大河原建設（株） ソリックオートドア（株） （株）フジタ　名古屋支店
（株）大川原製作所 た行 フジテック（株）
（株）大阪防水建設社　名古屋支店 第一建設（株） 不二木材工業（株）
大津鉄工（株） 大王電機（株） 藤吉工業（株）
（株）大浜中村組 ダイキンＨＶＡＣソリューション東海（株） （株）古川組　静岡支店
（株）大林組　名古屋支店 大成建設（株）　名古屋支店 （株）本間組　名古屋支店
大林道路（株）　中部支店 （株）大塗 ま行
小笠原マル曻（株） 大同工業（株） 前田建設工業（株）　中部支店　静岡営業所
（株）岡本工務店 （株）ダイナナ 前田道路（株） 　中部支店
（株）奥村組　名古屋支店 （有）大宝建設 （株）牧野配管
（株）オトワコーエイ 大豊建設（株）　名古屋支店 松井建設（株）　名古屋支店
（株）御前崎工務所 大有建設（株） マックストン（株）
オーム電機（株） たか井建設（株） 松下建材
オリエンタル白石（株）　名古屋営業支店 高橋電気工業（株） 丸栄コンクリート工業（株）
か行 瀧口建材 丸省建材
（株）ガイアート　中部支店 瀧重機土木（株） マルハシ工業（株）
海津建設（株） （株）竹田工務所 （株）三鈴エリー
（株）カイテック （株）竹中土木　名古屋支店 水谷建設（株）
掛川土建（株） （株）タナカ通信電機工業 水野工業（株）
加向建設（株） 中央建材工業（株） 美濃窯業（株）
（株）カシワバラ・コーポレーション　名古屋営業所 中設エンジ（株）　名古屋事業本部 （株）宮本組　名古屋支店
鐘建工業（株） （株）中電工　名古屋支社 三好塗装工業（株）
（株）川北電気 中日コプロ（株） みらい建設工業（株）　中部支店
川北電気工業（株） 中部建材（株） 村上建材
川崎設備工業（株） 中部ニチレキ工事（株） 村本建設（株）　名古屋支店
（株）川島組 中部フローリング（株） 名工建設（株）
加和太建設（株） 柘運送（株） 名東産業（株）
河津建設（株） 土屋建設（株） 名菱電子（株）
（株）河西建設 （株）集組 望月建材
汗管興業（株） （株）天竜アキヤマ （株）森組　中部営業所
関特工業（株）　名古屋支店 天龍土建工業（株） （株）森造園
木内建設（株） 東亜建設工業（株）　名古屋支店 や行
岐建（株） 東亜道路工業（株）　中部支社 矢作建設工業（株）
（株）木﨑工業 （株）トーカイ 山岸建設（株）
北川工業（株） 東海交通機械（株） 山崎産業（株）
北川ヒューテック（株）　中部支店 東京設備（株） ヤマダインフラテクノス（株）
北村建材 東京戸張（株） （株）山田組
（株）木村組 （株）トウネツ （株）山田組
木村工業（株） 東洋建設（株）　静岡営業所 山平建設（株）
（株）金原カッター （株）東洋スタビ （株）ユニオンネット
窪田エンジニアズ（株） （株）トーエネックサービス 寄神建設（株）　名古屋支店
（株）熊谷組　名古屋支店 常盤工業（株） ら行
栗原建材産業（株） （株）特種東海フォレスト （株）ＬＩＸＩＬ
クリーンサービス（株） 徳倉建設（株） 隆一産業（株）
（株）グロージオ 利根川建材 りんかい日産建設（株）　名古屋支店
ケミカルグラウト（株）　名古屋支店 ドーピー建設工業（株） （株）林工組
公南建設（株） 飛島建設（株）　名古屋支店 わ行
（株）鴻池組　名古屋支店 （株）鳶寺﨑組 ＹＫＫＡＰ（株）　名古屋ビル建材支店
五光建設（株） な行 若築建設（株）　河津作業所
（株）小松建設 内藤電機（株） 若築建設（株）　須走作業所
五洋建設（株）　名古屋支店 （株）長沢電機 若林建材
さ行 （有）中田建材工業 渡辺建材
（株）薩川組 中林建設（株） 渡邊工業（株）
（株）佐藤建設 （株）中村組
佐藤工業（株）　静岡営業所 （株）中村組

社会保険加入促進宣言企業一覧（静岡県） （令和4年3月現在）



会社名 会社名 会社名 会社名

あ行 木村建設（株） 竹甚板硝子（株） 不二技研工業（株）

（株）ＩＨＩインフラ建設　中部支店 （株）木村建設 （株）武仙 不二サッシ（株）

（株）アイケーディ 木村工業（株） （株）竹中工務店 藤城建設（株）

アイズ（株） 協新企業（株） （株）竹中土木　名古屋支店 （株）竹内組

（株）愛知シンコー （株）金原カッター 千秋鉄筋工業（株） （株）フジタ　名古屋支店

（株）アイチテクノ （株）クギン 中央建材工業（株） フジタ道路（株）　名古屋支店

（株）アイテツ （株）国見重機工業 中央プランテック（株） 不二木材工業（株）

（有）アイワ工業 窪田エンジニアズ（株） 中設エンジ（株）　名古屋事業本部 藤本建設（株）

青木あすなろ建設（株）　名古屋支店 （株）クボタ工建　中部支店 （株）中電工　名古屋支社 藤吉工業（株）

あおみ建設（株）　名古屋支店 （株）熊谷組　名古屋支店 中電不動産（株） 藤原鐵筋建材（株）

赤門ウイレックス（株） （株）ケイエヌメンテ 中日建設（株） （株）不動テトラ　中部支店

朝日機器（株） ケミカルグラウト（株）　名古屋支店 中日コプロ（株） （株）舟橋塗装店

朝日工業（株） 幸栄電気（株） 中日裝業（株） （株）文創

（株）朝日工業社　名古屋支店 （株）剛工業 中部フローリング（株） （株）古沢組

朝日電機（株） （株）髙坂工業 （株）中部圧接 古庄電機産業（株）

朝日電気工業（株） （株）鴻池組　名古屋支店 中部建材（株） 豊和工業（株）

（株）アスカ （株）河野工業所 中部建材（株） （株）堀ノ江業務店

足立工業（株） （株）小島組 中部土木（株） （株）本陣

（株）天野建設 五洋建設（株）　名古屋支店 中部ニチレキ工事（株） （株）本間組　名古屋支店

（株）新井組　名古屋支店 （株）近藤組 （株）千代田組　中部支店 ま行

荒川鉄工（株） さ行 千代田電子システム（株） 前田建設工業（株）　中部支店

荒木建材 （株）斉藤組 柘運送（株） 前田道路（株）　中部支店

（株）アローエム （株）サカケン 蔦井（株） 松井建設（株）　名古屋支店

（株）安藤大理石名古屋 笹島建設（株） ティー・ブイ東海（株） （株）松原興業

飯島物産（株） さとう建設（株） （株）テクナス （株）マブチ工業

飯島鉄筋工業（株） 佐藤工業（株）　名古屋支店 鉄建建設（株）名古屋支店 丸磯建設（株）　関西支店

イイダテクノ（株） （株）佐藤渡辺　中部支店 東亜建設工業（株）　名古屋支店 丸岩推工（株）

（株）石田組 （株）佐野塗工店 東亜道路工業（株）　中部支社 （株）マルケイ

（有）石地工業 佐野塗装（株） （有）藤栄建設 （株）マルコオ・ポーロ化工

石橋建設興業（株） 三栄運輸（株） 稲栄産業（株） マルハシ工業（株）

板垣建設（株） （株）サンエイテクニクス 東海興業（株） マルミ建設（株）

（株）市川工務店　名古屋支社 三栄電気通信工業（株） 東海交通機械（株） 丸水設備（株）

（株）イチテック 三基工業（株） 東海物産（株） 三浦建材

（株）伊藤工業 三建金物（株） 東急建設（株）　名古屋支店 水谷建設（株）　名古屋支店

（株）伊藤工務店 三幸土木（株） 東京戸張（株） （株）水野組

（株）稲葉商店 三商（株） 東興ジオテック（株）　中部支店 水野建設（株）

（株）イヤマトータルブリッジサポート 三信建設工業（株）　名古屋支店 東進産業（株） 水野工業（株）

（株）岩野商会　松本支店 山旺建設（株） 東名開発（株） 三谷セキサン（株）　名古屋支店

（株）ウェイズ　名古屋支店 三和式ベンチレーター（株） （株）東洋特殊化学 三井金属計測機工（株）

宇佐美工業（株） 三和シャッター工業（株）中部ビル建材支店 （株）東利 三井住建道路（株）　中部支店

ウチダ（株） （株）シーアンドエス・コムズ 東和電気工事（株） 美濃窯業（株）

（株）ウチダ機工 ジェイアール東海建設（株） （株）トーエネック （株）宮本組　名古屋支店

（株）内山鉄筋工業所 ジェイテクノ（株） （株）トーエネックサービス 三好塗装工業（株）

宇野重工（株）名古屋営業所 （株）J．フロント建装 （株）トーカイ みらい建設工業（株）　中部支店

（株）エスディーエス （株）シーエスイー （株）トータルインテリアフナハシ 村上建設工業（株）

ＮＨＳ名古屋（株） Ｇテクノ（株） トーテックアメニティ（株） （株）村上工業

（株）エレック・トーコー 清水建設（株）　名古屋支店 ドーピー建設工業（株）　中部支店 （株）ムラテ

王春工業（株） ジャパンパイル（株）　中部支店 （株）トーブ 村本建設（株）　名古屋支店

大池建工（株） 十一屋工業（株） 徳倉建設（株） 名工建設（株）

（有）大久保工務店 昭栄建設（株） 戸田建設（株）　名古屋支店 名東産業（株）

（株）大阪防水建設社　名古屋支店 昭和コンクリート工業（株）　中部支店 飛島建設（株）　名古屋支店 名南電機興業（株）

大岳電気工業（株） 昭和土建（株） な行 名北建陶（株）

大津鉄工（株） 昭和土木（株） （有）中川建工 名菱電子（株）

（株）大林組　名古屋支店 ショーボンド建設（株）　名古屋支店 長坂建設興業（株） （株）森組　中部営業所

大林道路（株）　中部支店 シンエイ・リテイルマネジメント（株） 中村土木（株） （株）森部組ハツリ

大森鉄筋工業（有） （株）シンキ・コーポレーション 成田金属工業（株） （株）森本組　名古屋支店

オカコー（株） シンクレイヤ（株） （株）ナルックス　名古屋支店 諸戸緑化産業（株）

（株）岡崎グリーン （株）シントー 西松建設（株）　中部支店 や行

（株）オカシズ （株）新東建設 日起建設（株） 八洲建設（株）

岡田建材（株） 新日本工業（株） （株）日工 （株）ヤタベ鉄筋

岡田建設（株） 神野建設（株） （株）日興建材商行 （株）矢野組

（株）岡戸組 シンヨー（株）　名古屋支店 （株）日さく　西日本支社 矢作建設工業（株）

（株）岡本工務店 須賀工業（株）　名古屋支店 日東建材（株） （株）矢部商店

（株）オークエンジニアリング （株）杉村塗装 （株）日東建設 山一建設（株）

（株）奥村組　名古屋支店 鈴中工業（株） 日特建設（株）　名古屋支店 山正建設（株）

（株）小野組 住装（株） （株）NIPPO　中部支店 ヤマダインフラテクノス（株）

オリエンタル白石（株）　名古屋営業支店 西濃建設（株） 日鋪建設（株）　中部支店 （株）山田組

か行 西武建設（株）　名古屋支店 日本コンクリート工業（株）　名古屋支店 （株）山本工務店

（株）ガイアート　中部支店 （株）清谷商店 日本宅配システム（株） （株）ヤマユウ 

海津建設（株） （株）関元組 日本電設工業（株）　中部支店 ユーエルロード（株）

（株）カイテック 関興業（株） 日本道路（株）　中部支店 豊設備工業（株）

垣見鉄工（株） （株）関電工　名古屋支社 （株）日本ピーエス　中部支店 豊商事（株）

角文（株） （株）錢高組　名古屋支店 日本海工（株）名古屋支店 （株）ユニオンネット

（株）夏月堂 （株）千田土木 日本基礎技術（株）　中部支店 （株）ユニホー

（株）カケン （株）創栄 日本空調サービス（株） （株）横森製作所

加向建設（株） た行 日本ハイウエイ・サービス（株）名古屋支店 𠮷田工機（株）

鹿島建設（株）　中部支店 第一塗工（株） 日本報知機（株） (株)吉田組

鹿島道路（株）　中部支店 （株）第一塗装店 （株）乃一 吉永建設工業（株）

（株）カシワバラ・コーポレーション名古屋営業所 大旺新洋（株）　名古屋支店 （株）ノバック　名古屋支店 寄神建設（株）　名古屋支店

烏森電気（株） （株）ダイカネ技建 は行 ら行

（株）加藤建設 ダイキンＨＶＡＣソリューション東海（株） 畑佐興業（株） （株）ライト

（株）カトペン 太啓建設（株） （株）ハタノ ライト工業（株）　中部統括支店

鐘建工業（株） ダイケンウォール工業（株） （株）波多野組 （株）LIXIL　ビル中部支店

（株）加納工務店 大興建設（株） （株）服部工務店 （株）リノテック

カヤ産業（株） 大末建設（株）名古屋支店 （株）花井組 隆一産業（株）

川北電気工業（株） 大成建設（株）　名古屋支店 （株）浜名 りんかい日産建設（株）　名古屋支店

川崎設備工業（株） 大成ロテック（株）　中部支社 （株）原田総合企画 六興電気（株）　名古屋支店

（株）川角組 （株）ダイセキ環境ソリューション （株）P・C・Gテクニカ わ行

（株）川瀬組 （株）大塗 東浦土建（株） YKKAP（株）中部支社　名古屋ビル建材支店

（株）河村産業所 ダイトー（株） 光電気工事（株） （有）Ｙ’ｓ　エンジニアリング・サービス

（有）神田運輸 大日本土木（株） 日立テクノス（株） 若築建設（株）　名古屋支店

関特工業（株）　名古屋支店 大豊建設（株）　名古屋支店 （株）日比野塗装店 （株）渡邊組

閑林工業（株） 大有建設（株） 日比谷総合設備（株）　東海支店 （株）渡辺建設工業

（株）北川組 太洋基礎工業（株）　名古屋支店 （株）ヒメノ

北川工業（株） 大冷工業（株） （株）平本組

（株）北川鉄工所 髙木建設（株） （有）ビルドスペース

北川ヒューテック（株）　中部支店 高砂建設（株） ヒロセ（株）　名古屋支店

北嶋工業（株） 髙島屋スペースクリエイツ（株）中日本営業部 福田道路（株）　中部支店

（令和4年3月現在）社会保険加入促進宣言企業一覧（愛知県）



会社名 会社名 会社名

あ行 五洋建設（株）　名古屋支店 （株）日さく　西日本支社
（株）ＩＨＩインフラ建設　中部支店 さ行 （株）ＮＩＰＰＯ　中部支店
（株）アイ・エヌ・ジー （株）西城組 日鋪建設（株） 　中部支店
（株）アイケーディ （株）斉藤組 日本コンクリート工業（株）　名古屋支店
（株）アイテツ 佐藤工業（株）　名古屋支店 日本電設工業（株）　中部支店
アイトム建設（株） （株）佐野組 日本道路（株）　中部支店
（有）アイワ工業 佐野塗装（株） （株）日本ピーエス　中部支店
青木あすなろ建設（株）　名古屋支店 （株）佐和組 日本空調サービス（株）
あおみ建設（株）　名古屋支店 三愛建設（株） （株）日本総合施設
朝日土木（株） 三幸土木（株） 日本土建（株）
朝日丸建設（株） 三和建工（株） 日本土木工業（株）
（株）東組 三和シヤッター工業（株）　中部ビル建材支店 日本ハイウエイ・サービス（株）　名古屋支店
（株）東産業 （株）シーアンドエス・コムズ 日本報知機（株）
（株）アートテックエンジニア （株）塩谷組 （株）庭萬
安濃建設（株） 七宝建設（株） （株）乃一
（有）アーム 清水建設（株）　名古屋支店 は行
（株）新井組　名古屋支店 下建設（株） （株）萩原建設
荒川鉄工（株） （株）住生活研究所 橋本建設（株）
飯島鉄筋工業（株） 昭和コンクリート工業（株）　中部支店 （有）早川業務店
イイダテクノ（株） ショーボンド建設（株）　中部支社 （株）日舘建設
イケダアクト（株） 白川建設（株） （株）平野組
（株）石吉組 シンエイ・リテイルマネジメント（株） 福田道路（株）　中部支店
イシデンエンジニアリング（株） シンクレイヤ（株） （株）フジタ　名古屋支店
伊勢土建工業（株） 信藤建設（株） （株）藤谷建設
（有）磯部組 神野建設（株） 富士電設（株）
磯部建設工業（株） 新陽工業（株） 富士電設備（株）
（株）伊藤工務店 須賀（株） 不二木材工業（株）
（株）伊藤工務店 （株）スカイブルー 藤吉工業（株）
（株）伊藤工務店 （株）杉本組 藤原工業（株）
（株）伊藤水道建設 住装（株） （株）舟橋塗装店
（有）いなべ創建 勢州建設（株） 古庄電機産業（株）
（株）井本組 西武建設（株）　名古屋支店 別府建設（株）
（株）イヤマトータルブリッジサポート 石鈴産業（株） 堀田建設（株）
（株）岩田組 （株）創栄 （株）堀池組
（株）上田新工業 た行 （株）堀崎組
上野ハウス（株） ダイキンＨＶＡＣソリューション東海（株） （株）本陣
宇佐美工業（株） 大成建設（株）　名古屋支店 （株）本間組　名古屋支店
（株）宇城組 （株）大塗 ま行
宇野重工（株） 大豊建設（株）　名古屋支店 （株）前田組
（株）エーエス設備工業 大有建設（株） 前田建設工業（株）　中部支店　三重営業所
ＮＨＳ名古屋（株） 大冷工業（株） 前田道路（株） 　中部支店
（株）榎本組 ダイワ空調設備（株） 松井建設（株）　名古屋支店
（株）エレック・トーコー 高砂建設（株） 松岡建設（株）
（有）大久保工務店 高野興業（株） （株）Ｍａｔｓｕｄａ
（株）大阪防水建設社　名古屋支店 （有）高宮電計 （株）松本組
大西建設工業（有） （株）竹田建設 丸岩推工（株）
（株）大林組　名古屋支店 （株）竹中土木　名古屋支店 （株）丸栄建設
大林道路（株）　中部支店 （株）タナカ通信電機工業 丸栄コンクリート工業（株）
（株）岡興産 （株）田村組 丸亀産業（株）
（有）岡権組 （株）中央鐵骨 （株）マルコオ・ポーロ化工
岡田工業（株） 中央建材工業（株） マルハシ工業（株）
（株）岡本工務店 中設エンジ（株）　名古屋事業本部 丸文工業（株）
奥岡建設工業（株） （株）中電工　名古屋支社 三重農林建設（株）
（株）奥村組　名古屋支店 中日建設（株） 三重舗道（株）
（株）奥村産業 中日コプロ（株） （株）三鈴エリー
オリエンタル白石（株）　名古屋営業支店 （株）中部圧接 水谷建設（株）
尾鷲舗道（株） 中部建材（株） 水野工業（株）
か行 中部ニチレキ工事（株） 美濃窯業（株）
（株）ガイアート　中部支店 中部フローリング（株） 三舞建設（株）
海津建設（株） （株）千代田組　中部支店 宮崎建設工業（株）
（株）カキトー （株）土屋建設 （株）宮本組　名古屋支店
角文（株） （株）東亜機工 三好塗装工業（株）
加向建設（株） 東亜建設工業（株）　名古屋支店 みらい建設工業（株）　中部支店
（株）カシワバラ・コーポレーション　名古屋営業所 東亜道路工業（株）　中部支社 村本建設（株）　三重営業所
（有）カツマタ 東海土建（株） 名工建設（株）
（有）桂建設 東進産業（株） 名東産業（株）
鐘建工業（株） 東邦地水（株） 名菱電子（株）
（株）亀川組 （株）東洋スタビ （株）森組
川北電気工業（株） （株）東洋特殊化学 （株）森組　中部営業所
川崎設備工業（株） 東和電気工事（株） 森崎建設（株）
（株）川瀬組 （株）トーエネック　三重支店 や行
（株）河村産業所　三重支店 （株）トーエネックサービス （株）矢野組
（株）カンキョー （株）トーカイ 矢作建設工業（株）
関特工業（株）　名古屋支店 ドーピー建設工業（株） 山岸建設（株）
岐建（株） 徳倉建設（株） （株）山下組
北川ヒューテック（株）　中部支店 飛島建設（株）　名古屋支店 （株）山野建設
（株）北村組 な行 ユウテック（株）
（株）紀南組 内藤電機（株） （株）米倉建設
木村工業（株） （有）長井建設 寄神建設（株）　名古屋支店
（株）金原カッター 中井土木（株） ら行
（株）久志本組 （株）中村組 （株）ＬＩＸＩＬ
窪田エンジニアズ（株） 中村土建（株） 隆一産業（株）
（株）熊谷組　名古屋支店 （有）中村土木 りんかい日産建設（株）　名古屋支店
桑名電気産業（株） 長良通運（株） わ行
ケミカルグラウト（株）　名古屋支店 夏目電気工業（株） ＹＫＫＡＰ（株）　名古屋ビル建材支店
（株）巧建社 生川建設（株） 和興舗道（株）
（株）鴻池組　名古屋支店 西松建設（株）　中部支店
（株）五味建設 （株）西美組

社会保険加⼊促進宣⾔企業⼀覧（三重県） （令和4年3⽉現在）

（五⼗⾳順で記載）




