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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・エヌ・ジー 青山　典生 桑名郡木曽岬町大字和泉279-1

（株）アイケーディ 代表取締役　池田　和司 津市広明町112番地の5

（株）アイテツ 清水　敬央 名古屋市守山区鳥羽見2-20-25

アイトム建設（株） 代表取締役　山下　晃 四日市市南浜田町4番1号

（有）アイワ工業 岩田　幸哉 愛知県一宮市木曽川町黒田六ノ通り105

青木あすなろ建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　藤井　宏 名古屋市中川区月島町6-1

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

朝日土木（株） 代表取締役　秦　純二 四日市市川原町32番1号

朝日丸建設（株） 代表取締役社長　牧原　康 伊勢市小木町604-3

（株）東組 代表取締役　東　彰寿 尾鷲市倉ノ谷町2-7

（株）東産業 代表取締役社長　木室　浩一 四日市市野田一丁目8番38号

（株）アートテックエンジニア 代表取締役　久保　直也 津市島崎町135-6

安濃建設（株） 代表取締役　宇陀　清隆 津市安濃町草生4326-1

（有）アーム 中西　基人 度会郡玉城町蚊野2354-6

（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

飯島鉄筋工業（株） 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 愛知県あま市坂牧坂塩43

イケダアクト（株） 代表取締役　田中　久司 鈴鹿市池田町櫛引1140

（株）石吉組 橋爪　吉生 志摩市阿児町鵜方1233

イシデンエンジニアリング（株） 代表取締役　松永　静夫 岐阜県恵那市大井町2087番地の221

伊勢土建工業（株） 代表取締役　渡邉　良永 桑名市相生町7番地

（有）磯部組 代表取締役　磯部　淳也 鈴鹿市稲生3-4-13

磯部建設工業（株） 代表取締役　平石　隆之 志摩市磯部町迫間72番地

（株）伊藤工務店 代表取締役　安田　健三 桑名市寿町三丁目47番地

（株）伊藤工務店 代表取締役　中村　哲也 伊勢市河崎1-11-4

（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）伊藤水道建設 伊藤　友章 桑名市大字小貝須2100

（有）いなべ創建 取締役　奥岡　みゑ子 いなべ市員弁町畑新田511

（株）井本組 井本　伊織 熊野市井戸町字中芝446-23

（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1411番地

（株）岩田組 代表取締役　岩田　直哉 津市丸之内15-10

（株）上田新工業 代表取締役　上田　重幸 四日市市河原田町1620-1

社会保険加入促進宣言企業（三重県）
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上野ハウス（株） 代表取締役　奥井　実 伊賀市緑ケ丘南町2332番地

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

（株）宇城組 代表取締役　宇城　哲也 熊野市五郷町寺谷746番地の4

宇野重工（株） 代表取締役社長　宇野　恭生 松阪市大津町1607番地の1

（株）エーエス設備工業 代表取締役　中村　秀宏 伊勢市通町42番地1

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）榎本組 代表取締役　榎本　和也 尾鷲市賀田町547番地3

（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

（有）大久保工務店 大久保　吉浩 愛知県尾張旭市大塚町3-6-11

（株）大阪防水建設社　名古屋支店 支店長　三輪　忠史 名古屋市北区辻本通一丁目10-1

大西建設工業（有） 代表取締役　大西　善和 志摩市浜島町南張1737番地

（株）大林組　名古屋支店 常務執行役員支店長　村上　考司 名古屋市東区東桜1-10-19

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二丁目18番25号　丸の内KSビル14階

（株）岡興産 岡　巌 いなべ市藤原町下野尻86

（有）岡権組 代表取締役　岡　銀次郎 志摩市大王町波切1055番地

岡田工業（株） 代表取締役　岡田　良太 四日市市日永東3-2-39

（株）岡本工務店 代表取締役　岡本　裕太 愛知県岡崎市伊賀町字南郷中67番地

奥岡建設工業（株） 代表取締役　奥岡　司朗 いなべ市員弁町畑新田560-1

（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）奥村産業 奥村　正義 鈴鹿市椿一宮町1612

オリエンタル白石（株）　名古屋営業支店 支店長　中村　康幸 名古屋市中区栄二丁目3番6号

尾鷲舗道（株） 代表取締役　池田　義雄 北牟婁郡紀北町船津2511番地

（株）ガイアート　中部支店 執行役員常務支店長　山本　正樹 名古屋市中川区露橋二丁目30番4号

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

（株）カキトー 代表取締役　伊藤　明人 桑名市中央町2丁目39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

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

（株）カシワバラ・コーポレーション　名古屋営業所 営業所長　岩本　圭司 名古屋市中村区岩塚本通6-6　岩田名古屋ビル2F

（有）カツマタ 勝又　ひとみ 伊勢市小俣町明野1636

（有）桂建設 代表取締役　橋本　拓己 熊野市五郷町寺谷474番地1

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）亀川組 亀川　稔 鳥羽市安楽島町1412番地17

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
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（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　三重支店 支店長　福島　英文 三重郡川越町大字高松字乾211

（株）カンキョー 原田　浩伸 津市住吉町1-10

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

岐建（株） 代表取締役社長　木村　志朗 岐阜県大垣市西崎町2丁目46番地

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

（株）北村組 取締役社長　北村　浩文 松阪市中央町306番地の1

（株）紀南組 代表取締役　南　重喜 尾鷲市大字向井468番地2

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

（株）金原カッター 金原　好宏 名古屋市中川区服部五丁目1015番地の1

（株）久志本組 代表取締役社長　清水　良保 四日市市大字羽津乙935-5

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）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

桑名電気産業（株） 代表取締役　伊藤　弘幸 桑名市大字大福字寺跡442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丁目3番地

（株）巧建社 代表取締役　西塚　彰彦 員弁郡東員町大字穴太1958番地の1

（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）五味建設 代表取締役　森本　慶太 北牟婁郡紀北町便ノ山539番地4

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

（株）西城組 代表取締役　田端　泰夫 鈴鹿市若松西二丁目13番12号

（株）斉藤組 代表取締役　齋藤　義晃 桑名市大字桑名269番地1

佐藤工業（株）　名古屋支店 執行役員支店長　小泉　直人 名古屋市東区泉一丁目2番3号

（株）佐野組 代表取締役　佐野　耕一 鈴鹿市神戸七丁目11番2号

佐野塗装（株） 代表取締役　佐野　範宜 静岡市駿河区中田1丁目1番20号

（株）佐和組 田中　尚登 鈴鹿市東庄内町4338-10

三愛建設（株） 代表取締役　北澤　嗣夫 鈴鹿市桜島町二丁目15番地の8

三幸土木（株） 代表取締役社長　木下　力哉 愛知県日進市北新町北鶯91番地5

三和建工（株） 代表取締役　渡部　和彦 四日市市東富田町2番17号

三和シヤッター工業（株）　中部ビル建材支店 三戸　洋志 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

（株）塩谷組 代表取締役　村田　和隆 北牟婁郡紀北町相賀299-1

七宝建設（株） 代表取締役　川口　義文 尾鷲市野地町12番31号

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

下建設（株） 桑原　卓 伊勢市小俣町元町689
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（株）住生活研究所 深澤　哲明 桑名市新西方7-12

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丁目26番19号

ショーボンド建設（株）　中部支社 中部支社長　島田　貴靖 名古屋市熱田区西野町2-70

白川建設（株） 代表取締役　服部　清 亀山市田村町1995-31

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

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

信藤建設（株） 代表取締役　伊藤　秀樹 四日市市川合町2番地

神野建設（株） 平野　治 愛知県豊橋市神野新田町字コノ割9番地の1

新陽工業（株） 代表取締役　新井　政智 四日市市大字塩浜4101番地の5

須賀（株） 代表取締役　岡田　達也 鈴鹿市須賀二丁目517番地の1

（株）スカイブルー 片　泰人 いなべ市大安町石榑東字中大野2961-35

（株）杉本組 代表取締役　杉本　弘次 四日市市石原町1番地

住装（株） 住田　正明 名古屋市中村区畑江通2-14-1

勢州建設（株） 伊藤　隨 鈴鹿市西条三丁目7-22

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2-28-3

石鈴産業（株） 代表取締役　若林　太郎 鈴鹿市甲斐町81-1

（株）創栄 代表取締役　岩田　陽一郎 名古屋市天白区原四丁目1509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

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

（株）大塗 代表取締役　濱村　友一 愛知県春日井市八幡町77番地4

大豊建設（株）　名古屋支店 常務執行役員支店長　森下　覚恵 名古屋市中村区角割町五丁目7番地の2

大有建設（株） 代表取締役　川中　喜雄 名古屋市中区金山五丁目14番2号

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

ダイワ空調設備（株） 代表取締役　田辺　元幸 津市島崎町248番地

高砂建設（株） 梅田　次男 四日市市高砂町8-29

高野興業（株） 髙野　泰宏 桑名市長島町葭ヶ須243番地の1

（有）高宮電計 代表取締役　田中　武 鈴鹿市三日市町1649-1

（株）竹田建設 竹田　勝 北牟婁郡紀北町上里128

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

（株）タナカ通信電機工業 大場　一弘 岐阜県岐阜市八ツ寺町1-3

（株）田村組 田村　充宏 松阪市五反田町一丁目1293番地1

（株）中央鐵骨 代表取締役　玉木　信介 四日市市黄金町47番地

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
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（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3-22-8

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

（株）中部圧接 堀田　守彦 愛知県あま市七宝町沖之島深坪95番地

中部建材（株） 代表取締役　伊藤　力 愛知県弥富市三好4丁目15番地3

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

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）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

（株）土屋建設 代表取締役　土屋　忠 多気郡明和町行部597番地5

（株）東亜機工 代表取締役　水谷　彰宏 桑名市大福513-1

東亜建設工業（株）　名古屋支店 支店長　竹市　卓矢 名古屋市中区錦三丁目4番6号

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

東海土建（株） 代表取締役社長　橋本　正治 津市西丸之内2番15号

東進産業（株） 代表取締役　山口　裕 津市大里睦合町2597番地

東邦地水（株） 代表取締役社長　伊藤　重和 四日市市東新町2-23

（株）東洋スタビ 代表取締役社長　宗宮　郷 岐阜県揖斐郡大野町大字公郷3261番地1

（株）東洋特殊化学 松浦　正義 愛知県北名古屋市久地野牧野45

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　三重支店 執行役員支店長　池山　竜夫 津市桜橋2-177-1

（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

ドーピー建設工業（株） 原　健二 静岡県掛川市富部237

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

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

内藤電機（株） 代表取締役　内藤　繁廣 岐阜県岐阜市都通2丁目16番地

（有）長井建設 長井　正 北牟婁郡紀北町東長島995番地1

中井土木（株） 代表取締役　中井　俊彦 松阪市鎌田町274-4

（株）中村組 代表取締役　中村　利一郎 四日市市あかつき台二丁目1番地の192

中村土建（株） 代表取締役　郷内　吉貴 松阪市垣鼻町756

（有）中村土木 代表取締役　中村　幸広 鳥羽市船津町1195

長良通運（株） 代表取締役　藤村　幹男 三重県桑名市東汰上９５０－２

夏目電気工業（株） 代表取締役　夏目　英明 静岡市清水区鳥坂95番地

生川建設（株） 代表取締役　生川　正洋 四日市市中浜田町1-10

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

な行
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五十音順（令和3年9月27日現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

社会保険加入促進宣言企業（三重県）

（株）西美組 代表取締役　西　孝也 熊野市有馬町2846-2

（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

（株）ＮＩＰＰＯ　中部支店 中部支店長　福島　憲二 名古屋市中区錦1-19-24　名古屋第一ビル5階

日鋪建設（株） 　中部支店 常務取締役支店長　蛭田　富雄 愛知県豊田市前山町3丁目8番地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9-2

日本道路（株）　中部支店 執行役員支店長　伊藤　馨 名古屋市中区松原三丁目15番19号

（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

（株）日本総合施設 里中　俊雄 四日市市川島町6612-2

日本土建（株） 田村　頼一 津市大倉19-1

日本土木工業（株） 代表取締役　中野　周一 南牟婁郡御浜町大字引作141-52

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）庭萬 代表取締役社長　稲垣　和美 岐阜県可児市羽崎147-1

（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）萩原建設 代表取締役　萩原　民夫 津市芸濃町楠原135番地1

橋本建設（株） 代表取締役　橋本　茂 桑名市長島町押付字三番縄41番地3

（有）早川業務店 早川　修 桑名市長島町福豊935

（株）日舘建設 代表取締役　舘　利江子 鈴鹿市西条5丁目7番地

（株）平野組 代表取締役　平野　金人 北牟婁郡紀北町島原1009

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

（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

（株）藤谷建設 代表取締役　藤谷　文彦 津市庄田町583番地1

富士電設（株） 代表取締役　川合　淳 四日市市海山道町1丁目56番地

富士電設備（株） 沼田　穗積 松阪市石津町335-1

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

藤原工業（株） 代表取締役　藤原　和彦 四日市市塩浜本町三丁目45番地

（株）舟橋塗装店 代表取締役　舟橋　道春 名古屋市北区水切町6丁目110番地

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

別府建設（株） 代表取締役　谷垣　武志 四日市市小林町3018-10

堀田建設（株） 代表取締役　堀田　誠 亀山市東御幸町233番地3

（株）堀池組 代表取締役社長　堀池　和茂 伊賀市下神戸356番地

は行

6
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社会保険加入促進宣言企業（三重県）

（株）堀崎組 西岡　眞 伊勢市竹ケ鼻町206番地

（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　前田　洋之 名古屋市中村区名駅5-3-8　旭ビル8F

（株）前田組 前田　哲 伊勢市宇治浦田3丁目17-34

前田建設工業（株）　中部支店　三重営業所 所長　水野　裕史 津市栄町1丁目864番

前田道路（株） 　中部支店 常務執行役員　土屋　聡 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　名古屋若宮ビル

松岡建設（株） 代表取締役社長　松岡　伸年 三重郡川越町大字亀崎新田５１－１

（株）Ｍａｔｓｕｄａ 代表取締役　松田　健一 津市半田572番地4

（株）松本組 松本　くみ子 松阪市嬉野町1445-2

(株)マミテック 間宮　辰典 伊勢市二俣１丁目15-8

丸岩推工（株） 岩永　信 名古屋市港区築盛町67

（株）丸栄建設 代表取締役　菊山　賢二 名張市松崎町1440番地1

丸栄コンクリート工業（株） 代表取締役　棚橋　肇 岐阜県羽島市福寿町間島1518

丸亀産業（株） 竹上　亀代司 松阪市高町450-1

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

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

丸文工業（株） 代表取締役　西尾　亮 志摩市阿児町鵜方1173番地1

三重農林建設（株） 伊達　清信 津市一身田中野275-1

三重舗道（株） 代表取締役　小島　学 鈴鹿市白子町2988-1

（株）三鈴エリー 布川　了 四日市市日永東3丁目8番13号

水谷建設（株） 代表取締役社長　堤　節夫 桑名市大字蛎塚新田328

水野工業（株） 代表取締役　宮ケ迫　忠興 岐阜県瑞穂市祖父江伯母塚212

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

三舞建設（株） 代表取締役　下　悦男 鈴鹿市秋永町2017番地

宮崎建設工業（株） 宮崎　正司 鳥羽市安楽島町1222番地20

（株）宮本組　名古屋支店 取締役執行役員支店長　瀬村　和志 愛知県東海市中央町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　久木田　篤士 名古屋市中川区月島町6番1号

村本建設（株）　三重営業所 所長　廣岡　隆寿 津市栄町3-269

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） 代表取締役　西久保　弘 愛知県春日井市下条町2丁目9-10

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 代表取締役　森　修 伊勢市円座町1005

ま行
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（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

森崎建設（株） 代表取締役　森崎　誠二 四日市市東新町4-17

（株）矢野組 代表取締役社長　矢野　元春 三重郡朝日町大字小向736

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

山岸建設（株） 代表取締役　山岸　敬一 北牟婁郡紀北町長島1916番地13

（株）山下組 代表取締役　山下　信康 志摩市志摩町和具799-2

（株）山野建設 代表取締役　山野　稔 伊勢市浦口4丁目1番11号

ユウテック（株） 有城　功徑 南牟婁郡紀宝町井田2404-13

（株）米倉建設 代表取締役　米倉　巧治 亀山市和田町6番地

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

（株）ＬＩＸＩＬ 支店長　山本　康博 名古屋市東区東桜1-4-16

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

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

和興舗道（株） 代表取締役　和田　晴男 伊賀市川合3543番地

（以上25３社）

や行

ら行
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