
五十音順（令和4年3月2日現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

あ行

（株）ＩＨＩインフラ建設　中部支店 支店長　牧野　俊也 名古屋市中区丸の内一丁目16番4号

（株）アイケーディ 代表取締役　池田　和司 三重県津市広明町112番地の5

アイズ（株） 井上　明 名古屋市天白区元八事3-62

（株）愛知シンコー 代表取締役　平田　一男 名古屋市南区三条二丁目15番25号

（株）アイチテクノ 代表取締役　遠山　武志 名古屋市名東区大針一丁目357番地

（株）アイテツ 清水　敬央 名古屋市守山区鳥羽見2-20-25

（有）アイワ工業 岩田　幸哉 一宮市木曽川町黒田六の通105

青木あすなろ建設（株）　名古屋支店 支店長　澤崎　茂 名古屋市中川区月島町6番1号

あおみ建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　半場　哲也 名古屋市中区丸の内一丁目17番19号

赤門ウイレックス（株） 代表取締役社長　山田　幸司 名古屋市中区丸の内3-7-33　赤門ビル４階

朝日機器（株） 代表取締役　一柳　文紀 名古屋市中区錦二丁目9番29号　ORE名古屋伏見ビル１０F

朝日工業（株） 代表取締役　朝日　啓夫 岡崎市天白町字池田5番地

（株）朝日工業社　名古屋支店 常務執行役員支店長　尾島　豊三 名古屋市東区泉二丁目28番23号

朝日電機（株） 代表取締役　服部　秋浩 名古屋市東区代官町19番21号

朝日電気工業（株） 恒川　純次 名古屋市中村区本陣通四丁目48番地

（株）アスカ 代表取締役　宮沢　一郎 名古屋市東区泉三丁目29番8号

足立工業（株） 取締役社長　足立　満 名古屋市中村区名駅南三丁目7番7号

（株）天野建設 天野　和孝 岐阜県可児郡御嵩町中切960-1

（株）新井組　名古屋支店 執行役員支店長　鑪ヶ﨑　謙 名古屋市東区筒井三丁目4番12号

荒川鉄工（株） 代表取締役　荒川　雅義 名古屋市中川区十一番町6丁目5番地の5

荒木建材 荒木　利彦 愛知県岩倉市石仏町往還西210-1

（株）アローエム 代表取締役会長兼社長　東海林　正則 春日井市上田楽町字天王地2389番地の1

（株）安藤大理石名古屋 代表取締役　長澤　一幸 名古屋市中村区名駅南五丁目2番3号

飯島物産（株） 飯島　正三 豊橋市新栄町字東小向70番地の1

飯島鉄筋工業（株） 代表取締役　飯島　勉 名古屋市天白区中平1丁目707

イイダテクノ（株） 代表取締役　飯田　隆仁 あま市坂牧坂塩43

（株）石田組 代表取締役　石田　侑嗣 名古屋市千種区今池一丁目5番11号

（有）石地工業 代表取締役　石地　伸一 知多郡東浦町大字緒川字下家左川12-2

石橋建設興業（株） 石橋　嘉彦 碧南市山神町2丁目72番地

板垣建設（株） 代表取締役　板垣　光公 岐阜県恵那市山岡町原789-3

（株）市川工務店　名古屋支社 常務取締役支社長　正者　直紀 名古屋市中区栄一丁目26番1号

（株）イチテック 代表取締役社長　伊貝　英治 一宮市せんい一丁目2－19

（株）伊藤工業 代表取締役　伊藤　順一 名古屋市港区港栄三丁目6番13号

（株）伊藤工務店 取締役社長　伊藤 德宏 名古屋市中川区小碓通2丁目25番地

（株）稲葉商店 代表取締役社長　稲葉　卓二 静岡県静岡市葵区長沼971-1

（株）イヤマトータルブリッジサポート 代表取締役　加藤　鈴 名古屋市緑区野末町1404番地

（株）岩野商会　松本支店 常務執行役支店長　堀内　実 長野県松本市大字笹賀7600-24

　社会保険加入促進宣言企業（愛知県）



（株）ウェイズ　名古屋支店 支店長　福田　勝 名古屋市中区錦2丁目10-13　SC錦ANNEX6階

宇佐美工業（株） 代表取締役　宇佐美　友和 名古屋市南区柴田本通二丁目12番地1

ウチダ（株） 内田　安彦 大府市共和町炭焼1-1

（株）ウチダ機工 代表取締役　内田　利行 知多市新刀池2丁目20番地

（株）内山鉄筋工業所 代表取締役　森川　誠 名古屋市守山区守山一丁目11番1号

宇野重工（株）名古屋営業所 営業所長　澤田　成寿 名古屋市中村区名駅四丁目25番17号　箕浦ビル10階

（株）エスディーエス 代表取締役　島津　裕次 名古屋市港区知多一丁目118番

ＮＨＳ名古屋（株） 代表取締役　舟久保　公雄 名古屋市千種区内山三丁目18番10号

（株）エレック・トーコー 代表取締役　児玉　辰雄 名古屋市西区花の木二丁目15番1号

王春工業（株） 代表取締役　加藤　久仁明 春日井市高蔵寺町3丁目39番地

大池建工（株） 代表取締役　中澤　浩一 名古屋市北区大杉二丁目7-15

（有）大久保工務店 大久保　吉浩 尾張旭市大塚町3-6-11

（株）大阪防水建設社　名古屋支店 常務執行役支店長　篠原　峰生 名古屋市北区辻本通一丁目10-1番地

大岳電気工業（株） 山本　孝司 名古屋市中川区中野本町二丁目28番地

大津鉄工（株） 代表取締役　大津　尚彦 弥富市五斗山三丁目138番地2

（株）大林組　名古屋支店 専務執行役員支店長　掛布　勇 名古屋市東区東桜一丁目10番19号

大林道路（株）　中部支店 常務執行役員支店長　小原　信也 名古屋市中区丸の内2丁目18-25　丸の内KSビル14階

大森鉄筋工業（有） 大森　千秋 三重県多気郡明和町大字山大淀532-1

オカコー（株） 代表取締役　岡　彦吉 名古屋市名東区大針一丁目28番地

（株）岡崎グリーン 代表取締役　小川　要 岡崎市橋目町字竹之内60番地1

（株）オカシズ 代表取締役　茶谷　公博 名古屋市東区東大曽根町22番25号

岡田建材（株） 代表取締役社長　兵頭　義則 名古屋市西区菊井一丁目15番1号

岡田建設（株） 岡田　司 豊川市白鳥町京次52-1

（株）岡戸組 代表取締役　岡戸　秀樹 知多郡阿久比町大字白沢字二反ノ田３９－１

（株）岡本工務店 岡本　裕太 岡崎市伊賀町字南郷中67

（株）オークエンジニアリング 代表取締役　上坂　寛文 名古屋市西区八筋町62番地

（株）奥村組　名古屋支店 執行役員支店長　堀　順一 名古屋市中村区竹橋町29番8号

（株）小野組 代表取締役　小野　朝康 豊田市大清水町大清水63

オリエンタル白石（株）　名古屋営業支店 支店長　永田　哲也 名古屋市中区栄二丁目3番6号　NBF名古屋広小路ビル

か行

（株）ガイアート　中部支店 山本　正樹 名古屋市中川区露橋2-30-4

海津建設（株） 代表取締役　吉安　蔵三 名古屋市西区上名古屋四丁目17番26号

（株）カイテック 代表取締役　大羽　芳樹 豊橋市西幸町字東脇211番地の1

垣見鉄工（株） 代表取締役　垣見　好彦 愛西市北一色町東田面90番地

角文（株） 代表取締役　鈴木　文三郎 愛知県刈谷市泉田町古和井1番地

（株）夏月堂 岩野　正典 名古屋市北区大曽根一丁目9番5号

（株）カケン 代表取締役　石原　彰久　 名古屋市北区大杉一丁目4番14号

加向建設（株） 渡會　武則 名古屋市中川区丸米町1丁目67番地

鹿島建設（株）　中部支店 常務執行役員支店長　片山　豊 名古屋市中区新栄町二丁目14番地

鹿島道路（株）　中部支店 執行役員支店長　布村　伸一 名古屋市中区錦2丁目10番13号

（株）カシワバラ・コーポレーション　名古屋営業所 執行役員所長　岩本　圭司 名古屋市中村区岩塚本通6-6



烏森電気（株） 代表取締役　大谷　満 名古屋市中村区岩塚町三丁目34番地

（株）加藤建設 取締役社長　加藤　徹 海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19-1

（株）カトペン 代表取締役　加藤　宣久 豊川市新青馬町6丁目29番地

鐘建工業（株） 代表取締役　浅野　友之 岐阜県各務原市那加岩地町3丁目123番地

（株）加納工務店 加納　伸康 名古屋市中区千代田1-4-15

カヤ産業（株） 代表取締役　賀谷　禮三 名古屋市名東区社が丘１ー４０７

川北電気工業（株） 取締役社長　大津　正己 名古屋市中区栄四丁目6番25号

川崎設備工業（株） 代表取締役　廣江　勝志 名古屋市中区大須一丁目6番47号

（株）川角組 代表取締役　川角　枝見子 岐阜県羽島市小熊町5丁目197番地

（株）川瀬組 川瀬　嘉洋 岐阜県羽島市小熊町4-595

（株）河村産業所 代表取締役　河村　昭利 あま市下萱津替地一一○四番地

（有）神田運輸 代表取締役　神田　進 春日井市六軒屋町2丁目130番地

関特工業（株）　名古屋支店 支店長　松谷　理生 名古屋市中区丸の内一丁目14番24号

閑林工業（株） 閑林　憲之 名古屋市中区錦1丁目8番39号

（株）北川組 代表取締役社長　北川　隆志 名古屋市瑞穂区駒場町7-4

北川工業（株） 代表取締役　北川　雅弘 静岡市葵区上足洗2丁目11-53

（株）北川鉄工所 北川　伸 岐阜県本巣市数屋1133-60

北川ヒューテック（株）　中部支店 支店長　山田　幸雄 名古屋市中村区稲上町1丁目2番地

北嶋工業（株） 代表取締役　中﨑　尚 名古屋市中区千代田五丁目16番5号

木村建設（株） 代表取締役　木村　徳雄 碧南市源氏神明町61番地

（株）木村建設 木村　永浩 名古屋市中川区野田三丁目241番地

木村工業（株） 代表取締役　木村　光徳 名古屋市中区千代田五丁目20番3号-2

協新企業（株） 代表取締役　佐川　修 名古屋市中区富士見町1番9号

（株）金原カッター 代表取締役　金原　好宏 名古屋市中川区服部5丁目1015番地の1

（株）クギン 釘宮　祐治 春日井市春日井町字黒鉾9番14

（株）国見重機工業 駒田　茂八 東海市名和町一番割下20-1

窪田エンジニアズ（株） 代表取締役　窪田　俊昭 名古屋市千種区今池南1番22号

（株）クボタ工建　中部支店 執行役員中部支店長　伊王野　良三 名古屋市中村区名駅三丁目22番8号

（株）熊谷組　名古屋支店 常務執行役員支店長　築田　秀之 名古屋市中区栄4-3-26　昭和ビル8階

（株）ケイエヌメンテ 代表取締役　梛野　良一 名古屋市南区砂口町230番地

ケミカルグラウト（株）　名古屋支店 取締役支店長　笠原　慎司 名古屋市中区新栄町2-3　YWCAビル7階

幸栄電気（株） 藪井　満 名古屋市中区上前津2-7-4

（株）剛工業 原田　新吾 静岡県富士市富士岡606番地の1

（株）髙坂工業 代表取締役　松本　修藏 名古屋市中村区五反城町4-31

（株）鴻池組　名古屋支店 常務執行役員支店長　杉澤　和男 名古屋市中区錦二丁目19番1号

（株）河野工業所 代表取締役　河野　行勝 春日井市六軒屋町3丁目179番地

（株）小島組 代表取締役社長　小島　徳明 名古屋市港区木場町一番の六

五洋建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　小辻　昌典 名古屋市中区栄一丁目2番7号

（株）近藤組 代表取締役社長　近藤　純子 刈谷市一里山町伐払123番地

さ行

（株）斉藤組 代表取締役　齋藤　義晃 三重県桑名市大字桑名330番地の8



（株）サカケン 生川　敏行 名古屋市名東区貴船1-7

笹島建設（株） 代表取締役社長　笹島　義久 東京都港区南青山2-22-3

さとう建設（株） 代表取締役　佐藤　友治 名古屋市中区千代田三丁目22番9号

佐藤工業（株）　名古屋支店 支店長　小泉　直人 名古屋市東区泉1-2-3　ソアービル

（株）佐藤渡辺　中部支店 執行役員支店長　林　肇 名古屋市北区天道町3-15

（株）佐野塗工店 佐野　智正 名古屋市南区上浜町215番地2

佐野塗装（株） 代表取締役　佐野　範宜 静岡市駿河区中田一丁目1番20号

三栄運輸（株） 取締役社長　加藤　巖 豊田市花園町南大切135番地

（株）サンエイテクニクス 代表取締役社長　寺尾　洋太 名古屋市千種区今池南13-15

三栄電気通信工業（株） 久野　孝之 名古屋市緑区鳴海町字山下78番地の3

三基工業（株） 代表取締役　神谷　浩基 刈谷市東境町住吉65番地2

三建金物（株） 代表取締役　上田　高明 三重県四日市市日永西2丁目21番1号

三幸土木（株） 木下　力哉 日進市北新町北鶯91番地5

三商（株） 取締役社長　伊藤　満琉 名古屋市東区葵三丁目25番32号

三信建設工業（株）　名古屋支店 支店長　安江　利之 名古屋市東区葵一丁目1番22号

山旺建設（株） 山﨑　秀夫 西尾市花ノ木町1丁目8番地

三和式ベンチレーター（株） 服部　聡始 稲沢市高重中町53番地

三和シャッター工業（株）　中部ビル建材支店 支店長　榎本　和幸 名古屋市東区白壁2-4-8

（株）シーアンドエス・コムズ 代表取締役　包國　昭二 名古屋市西区八筋町351番地

ジェイアール東海建設（株） 代表取締役社長　松野　篤二 名古屋市中村区則武一丁目15番7号

ジェイテクノ（株） 代表取締役　諏訪　義文 名古屋市天白区井の森町163番地

（株）J．フロント建装 商環境営業部　名古屋営業所　斉藤　裕一郎 名古屋市中区栄5丁目2番36号　パークプレイス9階

（株）シーエスイー 代表取締役　加悦　保之 あま市甚目寺山之浦119－3

Ｇテクノ（株） 代表取締役　都築　幹尚 豊川市宿町佐平山48番地

清水建設（株）　名古屋支店 専務執行役員支店長　岩川　千行 名古屋市中区錦1丁目3番7号

ジャパンパイル（株）　中部支店 支店長　荻野　法明 名古屋市東区東桜1-14-11

十一屋工業（株） 佐々木　一道 名古屋市港区小碓4－51

昭栄建設（株） 宇野　繁光 豊田市長興寺9丁目21番地1

昭和コンクリート工業（株）　中部支店 支店長　太田　芳宏 名古屋市中村区名駅3-26-19

昭和土建（株） 代表取締役　尾関　栄司 一宮市西島町五丁目8番地

昭和土木（株） 代表取締役　江口　洋一 名古屋市天白区植田山五丁目2301番地

ショーボンド建設（株）　名古屋支店 支店長　道脇　健一 名古屋市熱田区西野町二丁目70番地

シンエイ・リテイルマネジメント（株） 代表取締役　金子　幸一 名古屋市西区那古野2丁目12番12号

（株）シンキ・コーポレーション 代表取締役　早川　徳道 東海市加木屋町鈴井田27番地の1

シンクレイヤ（株） 代表取締役　山口　正裕 名古屋市中区千代田二丁目21番18号

（株）シントー 代表取締役　熊沢　登 名古屋市西区枇杷島二丁目15番2号

（株）新東建設 代表取締役　加藤　照彦 岐阜県関市東新町四丁目99-2

新日本工業（株） 代表取締役　冨田　健二 名古屋市昭和区吹上町二丁目1番地5

神野建設（株） 平野　治 豊橋市神野新田町字コノ割9-1

シンヨー（株）　名古屋支店 辻本　哲也 名古屋市千種区今池1-5-3　FUTABAビル2F



須賀工業（株）　名古屋支店 常務執行役員支店長　小﨑　勝己 名古屋市中区丸の内一丁目15番21号

（株）杉村塗装 代表取締役　杉村　大介 豊川市国府町上河原41番地の2

鈴中工業（株） 代表取締役　鈴木　康仁 名古屋市中区丸の内一丁目9番7号

住装（株） 代表取締役社長　住田　正明 名古屋市中村区畑江通2丁目14-1

西濃建設（株） 代表取締役社長　笹田　哲夫 岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野128番地

西武建設（株）　名古屋支店 支店長　久保　考 名古屋市中村区名駅二丁目28番3号

（株）清谷商店 代表取締役社長　清谷　裕 静岡県沼津市大諏訪680-3

（株）関元組 代表取締役　山田　元 岐阜県関市東町4丁目1番30号

関興業（株） 關　淳之 刈谷市司町7-38

（株）関電工　名古屋支社 高橋　克尚 名古屋市中区栄1-2-7　名古屋東宝ビル6階

（株）錢高組　名古屋支店 理事支店長　伊藤　辰也 名古屋市中区丸の内1-14-13

（株）千田土木 代表取締役　千田　巧 名古屋市西区花原町93-2

（株）創栄 岩田　陽一郎 名古屋市天白区原四丁目1509番地

た行

第一塗工（株） 代表取締役　春田　和久 名古屋市中区新栄三丁目16番10号

（株）第一塗装店 代表取締役　山下　保佑 名古屋市昭和区鶴舞2丁目16-17

大旺新洋（株）　名古屋支店 執行役員支店長　浅野　晃正 東海市富木島町伏見3丁目7番8号

（株）ダイカネ技建 代表取締役　金林　文達 春日井市不二ガ丘一丁目34番地

ダイキンＨＶＡＣソリューション東海（株） 取締役社長　有田　知則 名古屋市東区白壁1丁目17番地

太啓建設（株） 取締役社長　大矢　伸明 豊田市東梅坪町10丁目3番地3

ダイケンウォール工業（株） 中野　隆廣 名古屋市中区新栄三丁目12番30号

大興建設（株） 代表取締役　佐藤　伸二 一宮市木曽川町外割田字寺前82

大末建設（株）名古屋支店 執行役員支店長　中村　光正 名古屋市北区城見通3-5　日販名古屋ビル6階

大成建設（株）　名古屋支店 専務執行役員支店長　近藤　昭二 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

大成ロテック（株）　中部支社 支社長　鈴木　克也 名古屋市港区九番町4丁目1番地の5

（株）ダイセキ環境ソリューション 代表取締役　二宮　利彦 名古屋市瑞穂区明前町8番18号

（株）大塗 代表取締役　濱村　信作 春日井市八幡町77番地4

ダイトー（株） 代表取締役社長　木村　徹 名古屋市千種区千種3-1-9

大日本土木（株） 川北　順昭 名古屋市中区錦1丁目19番24号

大豊建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　森下　覚恵 名古屋市中村区角割町5-7-2

大有建設（株） 代表取締役　川中　喜雄 名古屋市中区金山5丁目14番2号

太洋基礎工業（株）　名古屋支店 取締役支店長　高田　哲夫 名古屋市中川区柳森町107

大冷工業（株） 代表取締役社長　大場　泰裕 名古屋市東区東桜二丁目16番36号

髙木建設（株） 代表取締役　髙木　和人 知多郡東浦町大字緒川字旭14番地6

高砂建設（株） 代表取締役　梅田　次男 三重県四日市市高砂町8番29号

髙島屋スペースクリエイツ（株）　中日本営業部 代表取締役社長　明比　実也 名古屋市中村区名駅南1-24-30　名古屋三井ビル本館15階

（株）竹内組 代表取締役　竹内　光一 岡崎市緑丘1丁目6番地4

竹甚板硝子（株） 代表取締役　日下　智博 刈谷市司町六丁目27番地

（株）武仙 加藤　喜之 豊川市為当町椎木105-2

（株）竹中工務店 常務執行役員名古屋支店長　風岡　慶彦 名古屋市中区錦2-2-13

（株）竹中土木　名古屋支店 常務執行役員支店長　赤津　孝夫 名古屋市中区錦二丁目2番13号



千秋鉄筋工業（株） 代表取締役　秋葉　不二人 豊橋市東脇三丁目8番地の5

中央建材工業（株） 代表取締役社長　木下　勝郎 名古屋市千種区高見一丁目6番1号

中央プランテック（株） 代表取締役　水野　泰一 刈谷市野田町長池3番地18

中設エンジ（株）　名古屋事業本部 取締役事業本部長　佐藤　淳 名古屋市西区牛島町6番1号

（株）中電工　名古屋支社 支社長　河口　英朗 名古屋市昭和区鶴舞三丁目22番8号

中電不動産（株） 建設事業本部長　杉山　武 名古屋市南区浜中町二丁目4番地の2

中日建設（株） 代表取締役　髙木　一光 名古屋市中区橘一丁目1番20号

中日コプロ（株） 代表取締役　本多　誠之 名古屋市千種区今池南26番4号

中日裝業（株） 代表取締役　中村　禊 名古屋市中村区本陣通五丁目111番地

中部フローリング（株） 代表取締役　古田　英之 名古屋市西区こも原町182番地

（株）中部圧接 堀田　守彦 あま市七宝町沖之島深坪95番地

中部建材（株） 伊藤　力 弥富市三好四丁目15番地3

中部建材（株） 代表取締役　野崎　忠男 名古屋市東区矢田南三丁目8番3号

中部土木（株） 代表取締役社長　難波　陽一 名古屋市名東区社台三丁目125番地

中部ニチレキ工事（株） 代表取締役　藤田　道明 名古屋市港区南十一番町二丁目6番地

（株）千代田組　中部支店 支店長　島田　吉明 名古屋市中区錦一丁目13番26号

千代田電子システム（株） 代表取締役　宮﨑　昭俊 名古屋市中村区稲西町101番地の1

柘運送（株） 代表取締役　柘　勝 名古屋市港区空見町1番地の37

蔦井（株） 代表取締役社長　熊田　光男 名古屋市西区新福寺町1-57

ティー・ブイ東海（株） 代表取締役　徳永　高久 静岡県静岡市清水区矢倉町4番3号

（株）テクナス 代表取締役　那須　伸和 豊田市千石町1丁目20番地5

鉄建建設（株）名古屋支店 執行役員支店長　塩畑　泰典 名古屋市中村区名駅1-1-4

東亜建設工業（株）　名古屋支店 名古屋支店長　竹市　卓矢 名古屋市中区錦3丁目4番6号

東亜道路工業（株）　中部支社 常務執行役員支社長　青野　俊弘 名古屋市東区白壁一丁目45番地

（有）藤栄建設 藤井　謙次 春日井市桃山町1-166

稲栄産業（株） 代表取締役社長　兼脇　俊輔 稲沢市井之口町大宮浦5611番地

東海興業（株） 取締役社長　河合　信幸 豊橋市草間町字平東68番地

東海交通機械（株） 代表取締役社長　小松　宣之 名古屋市中村区名駅南一丁目23番27号

東海物産（株） 下條　准市 名古屋市名東区小池町434番地

東急建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　落合　好憲 名古屋市中区丸の内3-22-24

東京戸張（株） 代表取締役　戸張　敦仁 蒲郡市拾石町東浜36-1

東興ジオテック（株）　中部支店 支店長　内山　巧 名古屋市中川区月島町6番1号

東進産業（株） 代表取締役　古井　淳 三重県津市大里睦合町2597番地

東名開発（株） 取締役社長　加藤　秀樹 海部郡蟹江町大字蟹江新田字前波227番地の3

（株）東洋特殊化学 松浦　正義 北名古屋市熊之庄屋形3394

（株）東利 代表取締役　本多　行夫 名古屋市中村区長筬町一丁目11番地

東和電気工事（株） 取締役社長　吉永　栄一 名古屋市中村区千成通1丁目22番地

（株）トーエネック 取締役専務執行役員営業本部長　平田　幸次 名古屋市港区千年3-1-32

（株）トーエネックサービス 代表取締役社長　冨田　道雄 名古屋市中区錦三丁目22番20号

（株）トーカイ 代表取締役社長　森　由起子 三重県四日市市大井の川町三丁目28番地



（株）トータルインテリアフナハシ 舟橋　秀恭 丹羽郡大口町外坪1丁目158-1

トーテックアメニティ（株） 代表取締役社長　坂井　幸治 名古屋市西区名駅二丁目27番8号

ドーピー建設工業（株）　中部支店 支店長　玉本　道之 静岡県掛川市富部237番地

（株）トーブ 代表取締役　新美　一正 名古屋市西区あし原町86番地

徳倉建設（株） 代表取締役社長　德倉　正晴 名古屋市中区錦三丁目13番5号

戸田建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　長田　眞一 名古屋市東区泉一丁目22番22号

飛島建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　坂　晃吉 名古屋市中区錦一丁目5番11号

な行

（有）中川建工 取締役　松田　基泰 海部郡蟹江町八幡一丁目72番地

長坂建設興業（株） 代表取締役社長　長坂　正志 西尾市吉良町上横須賀神ノ木24

中村土木（株） 近藤　英人 一宮市緑四丁目8番7号

成田金属工業（株） 代表取締役　佐藤　幸助 名古屋市中村区十王町13番30号

（株）ナルックス　名古屋支店 伴　信広 名古屋市中区栄4-3-26　昭和ビル

西松建設（株）　中部支店 支店長　伊藤　裕之 名古屋市東区泉二丁目27番14号

日起建設（株） 代表取締役社長　本多　亘 愛西市山路町野方149番地7

（株）日工 代表取締役　中村　義弘 長久手市岩作落合12番地9

（株）日興建材商行 伊藤　達生 名古屋市昭和区御器所4-2-6

（株）日さく　西日本支社 取締役支社長　水井　寿則 名古屋市中川区富田町大字千音寺字東尼ケ塚117番地の2

日東建材（株） 代表取締役　鍋野　滋 名古屋市北区金城三丁目12番19号

（株）日東建設 代表取締役　柏木　博喜 名古屋市中区伊勢山二丁目11番33号

日特建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　和田　康夫 名古屋市中区栄一丁目16番6号

（株）NIPPO　中部支店 執行役員支店長　福島　憲二 名古屋市中区錦1-19-24（名古屋第1ビル5階）

日鋪建設（株）　中部支店 支店長　佐藤　直樹 愛知県豊田市前山町3-8-9

日本コンクリート工業（株）　名古屋支店 支店長　山火　勝雄 名古屋市中村区名駅南一丁目11番5号

日本宅配システム（株） 淺井　泰夫 名古屋市東区葵一丁目25番1号

日本電設工業（株）　中部支店 支店長　加藤　大蔵 名古屋市中村区佐古前町9番2号

日本道路（株）　中部支店 執行役員支店長　伊藤　馨 名古屋市中区松原3-15-19

（株）日本ピーエス　中部支店 執行役員支店長　岡田　憲治 名古屋市中村区名駅南一丁目18番24号

日本海工（株）名古屋支店 執行役員支店長　伊東　章男 名古屋市港区川西通三丁目27番2号

日本基礎技術（株）　中部支店 支店長　菊川　一廣 名古屋市北区平安二丁目4番68号

日本空調サービス（株） 代表取締役　田中　洋二 名古屋市名東区照が丘239番2

日本ハイウエイ・サービス（株）名古屋支店 支店長　古橋　孝幸 名古屋市千種区内山三丁目18番10号

日本報知機（株） 代表取締役　峯　哲雄 名古屋市北区清水二丁目1番21号

（株）乃一 代表取締役　乃一　剛英 名古屋市昭和区円上町1番1号

（株）ノバック　名古屋支店 支店長　内匠　光男 名古屋市中区錦3-5-27　錦中央ビル9F

は行

畑佐興業（株） 代表取締役社長　畑佐　仁史 春日井市篠木町7丁目16番地28

（株）ハタノ 代表取締役　畑野　泰久 豊田市大清水町原山20番地

（株）波多野組 代表取締役　秋元　正守 豊川市金屋橋町36番地

（株）服部工務店 代表取締役　服部　隆行 春日井市庄名町字池下804番地1

（株）花井組 花井　宏基 大府市若草町二丁目170番地



（株）浜名 代表取締役　稲村　義雄 名古屋市天白区池場四丁目1801番地

（株）原田総合企画 代表取締役　林　諭 浜松市中区上浅田１丁目11番３０

（株）P・C・Gテクニカ 代表取締役　藤井　金藏 名古屋市天白区原一丁目1204番地

東浦土建（株） 代表取締役　長坂　勝之 知多郡東浦町大字藤江字柳牛28-1

光電気工事（株） 代表取締役社長　加藤　正吾 名古屋市北区三軒町234番地

日立テクノス（株） 代表取締役社長　尾﨑　浩正 豊橋市清須町字兵庫85番地の1

（株）日比野塗装店 伊佐治　哲夫 名古屋市熱田区日比野町56番地の2

日比谷総合設備（株）　東海支店 上席執行役員支店長　遠藤　護 名古屋市東区東桜一丁目1番10号　アーバンネット名古屋ビル

（株）ヒメノ 取締役社長　大野　博志 名古屋市東区東大曽根町12-19

（株）平本組 代表取締役　丹羽　直樹 春日井市桃山町1-168

（有）ビルドスペース 代表取締役　杉本　俊文 名古屋市中川区八田町401

ヒロセ（株）　名古屋支店 執行役員支店長　山田　健二 名古屋市中村区名駅南1丁目16番30号　東海ビル8階

福田道路（株）　中部支店 執行役員支店長　櫻井　真 名古屋市中区栄一丁目29番地19号

不二技研工業（株） 代表取締役　柴田　富好 名古屋市西区こも原町232番地

不二サッシ（株） 中島　秀孝 名古屋市東区泉1-9-22

藤城建設（株） 取締役社長　藤城　郁也 豊橋市花田町字中ノ坪11番地

（株）フジタ　名古屋支店 執行役員支店長　伏島　豊太 名古屋市中区新栄二丁目1番9号

フジタ道路（株）　名古屋支店 執行役員支店長　水口　孝 長久手市熊田306番地

不二木材工業（株） 代表取締役　加藤　峰生 名古屋市熱田区大宝四丁目1番11号

藤本建設（株） 代表取締役　稲葉　俊伸 豊田市浄水町伊保原465番地1

藤吉工業（株） 代表取締役社長　加藤　靖始 名古屋市中村区太閤四丁目2番8号

藤原鐵筋建材（株） 藤原　重行 静岡県駿東郡長泉町東野八分平50-70

（株）不動テトラ　中部支店 執行役員支店長　小林　弘樹 名古屋市中区栄五丁目27番14号

（株）舟橋塗装店 代表取締役　舟橋　道春 名古屋市北区水切町六丁目110番地

（株）文創 小西　一隆 名古屋市中村区京田町２ー１



（株）古沢組 代表取締役　古沢　達行 岐阜県安八郡安八町北今ヶ渕469

古庄電機産業（株） 代表取締役社長　前田　敏雄 名古屋市中区葵⼀丁⽬27番31号

豊和工業（株） 代表取締役社長　塚本　高広 清須市須ケ口1900番地1

（株）堀ノ江業務店 堀ノ江　大祐 豊明市栄町上姥子6-274

（株）本陣 代表取締役　梅岡　美喜男 名古屋市東区矢田南三丁目13番7号

（株）本間組　名古屋支店 支店長　田邊　隆雄 名古屋市中村区名駅五丁目3番8号

ま行

前田建設工業（株）　中部支店 執行役員支店長　石黒　泰之 名古屋市中区栄五丁目25番25号

前田道路（株）　中部支店 常務執行役員支店長　早川　浩 名古屋市中区栄5丁目25-25　MKDビル5階

松井建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　佐野　祥治 名古屋市中区栄五丁目28番12号

（株）松原興業 代表取締役　松原　勇喜 名古屋市港区本宮新町40番1

（株）マブチ工業 馬渕　正利 静岡県浜松市北区三方原町622-8

丸磯建設（株）　関西支店 常務取締役支店長　安藤　正行 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目14番10号

丸岩推工（株） 岩永　信 名古屋市港区築盛町67

（株）マルケイ 代表取締役　江崎　賢一 名古屋市守山区瀬古三丁目1408番

（株）マルコオ・ポーロ化工 代表取締役　黒田　洪二 豊田市金谷町4丁目50番地

マルハシ工業（株） 代表取締役　橋口　瞬一 春日井市坂下町三丁目630番地1

マルミ建設（株） 佐藤　長巳 静岡県静岡市駿河区下川原3丁目32番34号

丸水設備（株） 代表取締役　水野　正弘 春日井市鳥居松町7丁目53番

三浦建材 三浦　仁 愛知県岡崎市福岡町上松10-7

水谷建設（株）　名古屋支店 支店長　伊藤　正人 名古屋市中区栄1丁目24番25号　CK16伏見ビル5F

（株）水野組 代表取締役　三輪　一馬 常滑市金山字大屋敷15番地の2

水野建設（株） 代表取締役　野澤　均 名古屋市千種区徳川山町一丁目12番30号

水野工業（株） 代表取締役　宮ヶ迫　忠興 岐阜県瑞穂市祖父江伯母塚212

三谷セキサン（株）　名古屋支店 内田　浩一 名古屋市中区錦1丁目7-26（錦MJビル）

三井金属計測機工（株） 代表取締役　天野　啓二 小牧市小木東2-88

三井住建道路（株）　中部支店 執行役員支店長　松田　雄二 名古屋市中区千代田1-16-6

美濃窯業（株） 取締役社長　太田　滋俊 名古屋市中村区名駅南一丁目17-28

（株）宮本組　名古屋支店 執行役員支店長　瀬村　和志 東海市中央町4丁目40番地

三好塗装工業（株） 代表取締役　三好　親 名古屋市中村区大宮町2丁目21番地

みらい建設工業（株）　中部支店 支店長　湯淺　吉信 名古屋市中川区月島町6番1号

村上建設工業（株） 代表取締役社長　村上　欽哉 名古屋市瑞穂区柳ヶ枝町2丁目60番地

（株）村上工業 代表取締役　藤井　美恵子 名古屋市南区東又兵ヱ町3町名32番地22

（株）ムラテ 代表取締役　村手　誠 名古屋市中村区岩塚本通1丁目51番地

村本建設（株）　名古屋支店 支店長　荻野　潤 名古屋市中区丸の内三丁目19番12号

名工建設（株） 代表取締役社長　渡邉　清 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34階

名東産業（株） 西久保　弘 春日井市下条町2丁目9番地の10

名南電機興業（株） 代表取締役　靑木　美達 名古屋市熱田区一番二丁目1-20

名北建陶（株） 代表取締役　関戸　慎一 名古屋市北区成願寺二丁目2番36号



名菱電子（株） 代表取締役　日方　俊幸 愛知県日進市浅田町東前田38番地23

（株）森組　中部営業所 所長　大高　一幸 名古屋市中区丸の内3-5-28

（株）森部組ハツリ 代表取締役　森部　勇治 名古屋市熱田区千年一丁目8番53号

（株）森本組　名古屋支店 支店長　楠本　真一 名古屋市中村区角割町5-7-2

諸戸緑化産業（株） 代表取締役　諸戸　正和 名古屋市中村区元中村町三丁目44番地

や行

八洲建設（株） 代表取締役　水野　貴之 半田市吉田町1-60

（株）ヤタベ鉄筋 代表取締役　三上　実 名古屋市南区氷室町2番11号

（株）矢野組 代表取締役　矢野　文久 知多市梅が丘2丁目190番地

矢作建設工業（株） 代表取締役　髙柳　充広 名古屋市東区葵三丁目19番7号

（株）矢部商店 矢部　顕男 静岡県富士市平垣109-3

山一建設（株） 代表取締役　山田　哲也 稲沢市小沢二丁目9番18号

山正建設（株） 代表取締役　山田　裕重 稲沢市平和町下起南153番地

ヤマダインフラテクノス（株） 代表取締役　山田　博文 東海市名和町石塚12番地の5

（株）山田組 代表取締役　山田　厚志 名古屋市中川区戸田五丁目1213番地

（株）山本工務店 代表取締役　山本　悦司 日進市岩崎町神明乙85

（株）ヤマユウ 代表取締役　亀山　晃 愛知県長久手市西原13-1

ユーエルロード（株） 代表取締役　俵　道広 春日井市明知町字西厚金821－1

豊設備工業（株） 代表取締役　相馬　辰夫 海部郡大治町大字堀之内字狐穴698

豊商事（株） 江﨑　裕二 豊明市大久伝町東253番地

（株）ユニオンネット 代表取締役　水谷　隆 名古屋市中川区上高畑二丁目5番

（株）ユニホー 代表取締役　加藤　公治 名古屋市名東区一社3-7

（株）横森製作所 千村　健 長久手市鴨田102番地

吉田工機（株） 代表取締役　吉田　達己 名古屋市港区新茶屋五丁目3011番地

(株)吉田組 代表取締役　吉田　達弘 一宮市三条字中３４番地４

吉永建設工業（株） 代表取締役　吉永　健太郎 丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚287番地2

寄神建設（株）　名古屋支店 支店長　佐々木　洋 名古屋市熱田区森後町8-27

ら行

（株）ライト 代表取締役　光嵜　賢一 一宮市せんい四丁目1番11号

ライト工業（株）　中部統括支店 常務執行役員支店長　金藤　達也 名古屋市中村区畑江通4丁目22番地

（株）LIXIL　ビル中部支店 支店長　辻　智之 名古屋市東区東桜1-4-16

（株）リノテック 代表取締役　藤岡　利章 名古屋市千種区新西二丁目3番6号

隆一産業（株） 代表取締役　羽織　達哉 名古屋市中川区好本町2丁目90番地

りんかい日産建設（株）　名古屋支店 支店長　太田　佐登志 名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号　東海ビルディング

六興電気（株）　名古屋支店 支店長　戸塚　寛介 名古屋市千種区内山三丁目30番9号

わ行

YKKAP（株）　中部支社　名古屋ビル建材支店 支店長　江口　眞一 名古屋市中区栄2-11-32

（有）Ｙ’ｓ　エンジニアリング・サービス 山本　正人 春日井市東野町五丁目20－6

若築建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　三輪　哲也 名古屋市中区錦一丁目11番20号

（株）渡邊組 代表取締役　渡邊　繁 一宮市萩原町富田方字上畑33番地

（株）渡辺建設工業 代表取締役　渡邉　トヨ子  西春日井郡豊山町大字豊場字新栄143

（以上377社）


