静岡県建設業社会保険加⼊推進地域会議

社会保険加入促進宣言企業（静岡県）
五十音順（令和3年7月1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）アイテツ

清水 敬央

名古屋市守山区鳥羽見2-20-25

アオイネオン（株）

取締役社長 横山 巖

静岡市葵区新伝馬1丁目3番43号

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

青木建設（株）

代表取締役 佐野 茂樹

熱海市田原本町9-1

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

青山建材

青山 秀明

掛川市大渕11028-1

（株）アキヤマ

代表取締役社長 秋山 萬之介

磐田市下神増173-3

（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

（株）飯田組

代表取締役 芝本 守

浜松市東区小池町673番地の3

（株）石井組

石井 誠

富士市水戸島元町4-10

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

石福建設（株）

望月 克政

静岡市葵区山崎1-35-1

市川土木（株）

代表取締役 市川 聡康

静岡市駿河区東新田1丁目3番55号

（株）井出組

代表取締役 井出 勇次

富士市島田町2-115

（株）稲葉商店

代表取締役社長 稲葉 卓二

静岡市葵区長沼971-1

イハラ建成工業（株）

代表取締役社長 杉本 金市

静岡市清水区長崎69-1

岩崎建材

岩崎 豊正

静岡市清水区246-1-201

植田建材

植田 哲夫

静岡市清水区押切747-1-101

植田建材

植田 貴之

静岡市葵区牛妻947-67

臼幸産業（株）

代表取締役 土屋 隆一

駿東郡小山町藤曲109の1

海野建材

海野 敬太

静岡市葵区井川1089

（株）エコワーク

代表取締役社長 大河原 高広

島田市中溝町1703番地

（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

遠藤建設（株）

代表取締役 遠藤 夏美

富士市蓼原54の7

大石建設（株）

代表取締役 大石 真也

榛原郡吉田町大幡2130

大石建設（株）

大石 富男

浜松市天竜区佐久間町大井2259番地

大河原建設（株）

代表取締役社長 朝倉 純夫

島田市向島町4532番地

（株）大川原製作所

代表取締役 大川原 行雄

榛原郡吉田町神戸1235

（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

大津鉄工（株）

代表取締役 大津 尚彦

愛知県弥富市五斗山三丁目138番地2

（株）大浜中村組

中村 勝利

掛川市浜野1385-3

（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
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社会保険加入促進宣言企業（静岡県）
五十音順（令和3年7月1日現在）

会 社 名

代 表 者 名

所 在 地

小笠原マル曻（株）

代表取締役 京極 恒弘

浜松市北区初生町922番地の3

（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

（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）オトワコーエイ

代表取締役 小島 一彦

沼津市柳沢492番地

（株）御前崎工務所

大澤 孝久

御前崎市御前崎3414

オーム電機（株）

代表取締役 戸塚 欣史郎

浜松市北区細江町中川7000-21

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

（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）カイテック

代表取締役 大羽 芳樹

愛知県豊橋市西幸町字東脇211番地の1

掛川土建（株）

平野 勝啓

掛川市上張410-1

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

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）川北電気

代表取締役 木俣 正行

掛川市葛川475番地の3

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）川島組

代表取締役社長 川島 達也

掛川市二瀬川4番1号

加和太建設（株）

代表取締役 河田 亮一

三島市文教町1丁目5番15号

河津建設（株）

河津 市元

下田市中411-1

（株）河西建設

代表取締役 河西 拓真

駿東郡長泉町東野字八分平50番地の7

汗管興業（株）

代表取締役社長 西ヶ谷 治

静岡市清水区三保3761

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

木内建設（株）

代表取締役 木内 藤男

静岡市駿河区国吉田1-7-37

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

（株）木﨑工業

木﨑 康弘

静岡市駿河区有東2丁目16-4

北川工業（株）

北川 雅弘

静岡市葵区上足洗2-11-53

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

北村建材

北村 靖宏

静岡市葵区上伝馬7-37-9

（株）木村組

代表取締役 木村 紘一

牧之原市細江1563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

（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

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

栗原建材産業（株）

代表取締役 栗原 裕之

島田市阪本1800番地

クリーンサービス（株）

代表取締役 久保田 真矢

沼津市西間門字神明169番地の1

か行
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社会保険加入促進宣言企業（静岡県）
五十音順（令和3年7月1日現在）

会 社 名

代 表 者 名

所 在 地

（株）グロージオ

代表取締役社長 栗田 良久

島田市御仮屋町8863番地の1

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

公南建設（株）

南 典枝

静岡市清水区梅田町11-18

（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

五光建設（株）

代表取締役 生子 弘行

静岡市葵区鷹匠3丁目8番9号

（株）小松建設

小松 實

富士宮市北山1908番地

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）薩川組

代表取締役 薩川 諭

静岡市清水区横砂南町14番1号

（株）佐藤建設

代表取締役 吉田 伸一郎

沼津市東椎路477番地

佐藤工業（株） 静岡営業所

山田 徳二

静岡市駿河区中田町1-15-21

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

佐野建材

佐野 寿久

静岡市清水区谷津町2丁目236

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

塩地総合開発（株）

代表取締役 塩地 善一

伊東市玖須美元和田715番地の377

静鉄建設（株）

代表取締役社長 栗場 昭男

静岡市葵区末広町93番地

システムナオ（株）

代表取締役 堀池 尚志

三島市中247番18

（株）シズデン

代表取締役 増田 洋健

静岡市駿河区曲金5-17-5

芝田重機（有）

代表取締役 芝田 高寿

牧之原市白井3-1

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

（株）正興

代表取締役 宇佐美 良二

富士市厚原328-28

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

（株）白鳥建設

代表取締役 白鳥 太郎

静岡市葵区梅ヶ島692番地の1

伸栄建設（株）

代表取締役 出雲 大俊

静岡市葵区慈悲尾67番地の1

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

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

（株）新村組

代表取締役 望月 きよみ

焼津市三ケ名801-1

杉岡建材

杉岡 伸昭

島田市御仮屋町8837-8

（株）鈴恭組

鈴木 和男

磐田市寺谷新田33-1

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

鈴与建設（株）

代表取締役社長 大石 泰明

静岡市清水区松原町5番17号

住電日立ケーブル（株） 中部支店

中村 暢幾

名古屋市中区丸の内3-5-10

須山建設（株）

取締役社長 須山 宏造

浜松市中区布橋二丁目6番1号

駿河工業（株）

代表取締役 大川内 利文

静岡市駿河区西脇661番地の1

さ行
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社会保険加入促進宣言企業（静岡県）
五十音順（令和3年7月1日現在）

会 社 名

代 表 者 名

所 在 地

セイトー（株）

代表取締役 遠藤 稔彦

静岡市駿河区下川原南2番24号

西武建設（株） 静岡営業所

所長 諫山 孝之

三島市北沢97番地

（株）清谷商店

代表取締役社長 清谷 裕

沼津市大諏訪680-3

静和工業（株）

代表取締役 望月 元一

静岡市駿河区泉町3番15号

ソリックオートドア（株）

代表取締役 川崎 秀徳

静岡市駿河区池田1800番地3

第一建設（株）

市川 照

静岡市葵区清閑町14-27

大王電機（株）

代表取締役 磯谷 巌

静岡市葵区一番町15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

大同工業（株）

堀口 武彦

伊東市広野4-4-19

（株）ダイナナ

代表取締役社長 内田 豪

三島市梅名371番地の2

（有）大宝建設

代表取締役 原川 静逸

島田市中河960番地の3

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

たか井建設（株）

高井 規行

静岡市葵区浅間町1丁目13

高橋電気工業（株）

高橋 義博

島田市向谷4-1006-1

瀧口建材

瀧口 正雄

富士市増川1112

瀧重機土木（株）

瀧 博史

静岡市葵区古庄3-2-2

（株）竹田工務所

佐藤 正明

静岡市駿河区下島213-5

（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

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

（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

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

土屋建設（株）

代表取締役 土屋 龍太郎

伊豆の国市三福386-1

（株）集組

代表取締役 髙村 和秀

沼津市岡宮字松沢台946番地の1

（株）天竜アキヤマ

代表取締役社長 鈴木 明

浜松市天竜区山東2975-1

天龍土建工業（株）

代表取締役 長谷川 智彦

浜松市天竜区二俣町二俣1382番地の2

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

た行
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静岡県建設業社会保険加⼊推進地域会議

社会保険加入促進宣言企業（静岡県）
五十音順（令和3年7月1日現在）

会 社 名

代 表 者 名

所 在 地

（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

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

東京設備（株）

山本 忠史

浜松市中区葵西3丁目1番37号

東京戸張（株）

代表取締役 戸張 敦仁

愛知県蒲郡市拾石町東浜36-1

（株）トウネツ

代表取締役社長 望月 城也太

富士宮市外神東町16

東洋建設（株） 静岡営業所

所長 髙橋 健和

静岡市葵区伝馬町9-10

（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）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

常盤工業（株）

代表取締役 市川 浩透

浜松市中区新津町197番地

（株）特種東海フォレスト

代表取締役 山田 英紀

島田市金谷東1丁目753番地の1

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

利根川建材

利根川 清

富士市今泉2586-10

ドーピー建設工業（株）

原 健二

掛川市富部237

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

（株）鳶寺﨑組

代表取締役 寺﨑 英次

駿東郡清水町長沢252

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

（株）長沢電機

代表取締役 長澤 大

田方郡函南町肥田411-1

（有）中田建材工業

望月 昌仁

静岡市駿河区中島995

中林建設（株）

森田 崇

三島市谷田字雪沢173-2

（株）中村組

取締役社長 中村 嘉宏

浜松市中区住吉五丁目22番1号

（株）中村組

代表取締役社長 井澤 省史

富士市田中新田275番地の12

中村建設（株）

代表取締役社長 中村 仁志

浜松市中区中沢町71番23号

（株）ナカヤ

代表取締役 守屋 清子

袋井市村松2128-1

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

南條工業（株）

代表取締役 南條 忠行

静岡市駿河区西脇1086-1

（株）西尾組

代表取締役 西尾 武博

富士市入山瀬二丁目2番6号

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

日興電気通信（株）

代表取締役 堀部 成信

浜松市北区大原町11番地

（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）

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

日本電設工業（株） 静岡営業所

所長 松浦 正

静岡市駿河区泉町7番22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）庭萬

代表取締役社長 稲垣 和美

岐阜県可児市羽崎147-1

な行

中部支店
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静岡県建設業社会保険加⼊推進地域会議

社会保険加入促進宣言企業（静岡県）
五十音順（令和3年7月1日現在）

会 社 名

代 表 者 名

所 在 地

（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

野川建材

野川 正一

静岡市葵区牛妻253-1

野川建材

野川 晴生

静岡市葵区牛妻253-1

野川工業

野川 高司

静岡市葵区牛妻868-33

（株）橋本組

橋本 勝策

焼津市栄町5-9-3

花菱建設（株）

代表取締役社長 住友 哲也

静岡市葵区西千代田町5番18号

（株）浜建

代表取締役 豊田 和壽

浜松市西区和地町5181番地の1

（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）ピア東海

代表取締役 末長 政行

静岡市葵区昭府1丁目15-8

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

平井工業（株）

代表取締役社長 平井 敏晃

静岡市葵区太田町33番地

平野建設（株）

代表取締役 平野 弘和

磐田市国府台63番地2

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

藤城建設（株）

代表取締役 藤城 匡昭

愛知県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

フジテック（株）

代表取締役 小山 哲男

浜松市東区材木町918-2

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

（株）古川組 静岡支店

執行役員支店長 古川 勝

静岡市清水区村松41番地

（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

前田建設工業（株） 中部支店 静岡営業所

所長 神藤 忠夫

静岡市葵区伝馬町24番2号

前田道路（株）

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

（株）牧野配管

代表取締役 牧野 共治

浜松市中区龍禅寺町357番地

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

マックストン（株）

代表取締役 佐藤 千枝子

富士市今泉3650番地の2

松下建材

松下 晃彦

藤枝市中ノ合262-11

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

丸省建材

望月 省司

静岡市清水区高橋5-3-29

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

（株）三鈴エリー

布川 了

三重県四日市市日永東3丁目8番13号

水谷建設（株）

代表取締役社長 堤 節夫

三重県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

（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

は行

日比谷総合設備（株）

東海支店

ま行

中部支店
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社会保険加入促進宣言企業（静岡県）
五十音順（令和3年7月1日現在）

会 社 名

代 表 者 名

所 在 地

村上建材

村上 一智

静岡市駿河区中島988-5

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）

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

望月建材

望月 正悟

富士市中之郷4105-12

（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）森造園

代表取締役 森 敏夫

静岡市葵区駒形通5丁目5番8号

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）

山岸 豊

島田市志戸呂863-1

山崎産業（株）

山崎 義治

浜松市東区有玉北町734

ヤマダインフラテクノス（株）

代表取締役 山田 博文

愛知県東海市名和町二番割中5番地の1

（株）山田組

代表取締役 岩塚 雄二

駿東郡長泉町下土狩88番地の1

（株）山田組

代表取締役 山田 寿久

藤枝市堀之内1-1-3

山平建設（株）

山下 健介

浜松市中区中央2-8-16

（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

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

（株）林工組

代表取締役社長 伊藤 友輔

浜松市南区渡瀬町1000番地の1

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

若築建設（株） 河津作業所

飯野 智裕

賀茂郡河津町浜142-1

若築建設（株） 須走作業所

越智 聖剛

駿東郡小山町須走135-21 コリーヌS・文教ハイツC101

若林建材

若林 吉雄

山梨県南巨摩郡南部町福士7909

渡辺建材

渡辺 康彦

藤枝市岡部町内谷648-20

渡邊工業（株）

代表取締役 渡邊 康一

裾野市深良744番地

や行

ら行

わ行

（以上243社）
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