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商号 住所 代表者名

1 （株）松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ 代表取締役 松野　守男
2 （株）丸平工業 岐阜県岐阜市下奈良３丁目１番６号 代表取締役 福冨　重弘
3 丸謹建設（株） 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ 代表取締役 宇野　公夫
4 （株）古賀クリーナー 愛知県春日井市松河戸町３丁目１１番地１０ 代表取締役 古賀　禎彦
7 松井工業（株） 岐阜県大垣市築捨町５ー８６ー１ 代表取締役 松井　康信
8 （株）市川工務店 岐阜県岐阜市鹿島町６ー２７ 代表取締役 小川　健

10 大有建設（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市細畑１ー９ー２ 所長 今井　浩晴
11 東海リース（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄三丁目３２番２０号 支店長 滝川　敬之
12 近藤建設（株） 岐阜県海津市平田町今尾９４１ 代表取締役 近藤　延彦
14 東海ペイント（株） 岐阜県岐阜市織田塚町１ー９ー６ 代表取締役 河村　俊治
15 （株）竹中工務店　岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町六丁目６番地 営業所長 鈴木　敏郎
16 （株）フソウ　名古屋支店 愛知県名古屋市中川区広住町５番２２号 支店長 酒井　健治
17 日成ビルド工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南２ー１０ー２２ 支店長 松井　宣祥
18 タイガー電気（株） 岐阜県不破郡垂井町栗原１２６５ー１５ 代表取締役 伊藤　博和
19 （株）久保田工務店 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪５２１ー１ 代表取締役社長 久保田　智也
20 岐阜管工事（株） 岐阜県岐阜市上太田町２ー１７ 代表取締役 平山　秀樹
21 （株）弘光舎 岐阜県大垣市神田町１丁目１番地 代表取締役 小野　義明
22 （株）中日本ランドスケープ 岐阜県瑞穂市十九条２６１ 代表取締役 土屋　雅裕
23 長野電気工事（株） 岐阜県岐阜市宇佐東町５ー５ー１０１ 代表取締役 長野　鉄司
24 （株）吉川工務店 岐阜県中津川市小川町２ー８ 代表取締役 吉川　幸輝
26 小林電機（株） 岐阜県岐阜市寺田８１５ 代表取締役 小林　幹也
27 日東工業（株） 岐阜県羽島市堀津町３８２ 代表取締役 南谷　茂伸
28 （株）堀部工務店　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市犀川６丁目１８番地 瑞穂営業所長 畑中　和人
29 山岡電気工事（株） 岐阜県恵那市山岡町下手向５５５ 代表取締役 勝　佳尉
30 （株）川瀬組 岐阜県羽島市小熊町４ー５９５ 代表取締役 川瀬　嘉洋
31 （株）不二産業 岐阜県瑞穂市本田７３５ 代表取締役 武藤　永行
32 （株）森ブロック 岐阜県瑞穂市牛牧１５２ー１０ 代表取締役 渡邊　雅哉
33 鉄建建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅１―１―４ 執行役員支店長 大場　秀彦
34 （株）塩谷電業舎 岐阜県岐阜市徹明通６ー６ 代表取締役 塩谷　龍太郎
36 （株）鶴見製作所　中部支店 愛知県名古屋市中村区牛田通２ー１９ 支店長 森　光洋
37 （株）熊谷組　岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町４ー３０ 所長 相原　守人
39 丸文産業（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７ー２ 瑞穂営業所長 宗宮　正明
40 日本国土開発（株）名古屋支店 愛知県名古屋市東区白壁１丁目４５番地白壁ビル 支店長 松本　英孝
42 （株）内田商会 岐阜県岐阜市池ノ上町４丁目６番地 代表取締役 内田　譲二
43 （株）堀組　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市稲里５６１番地 所長 富田　靖
44 長永スポーツ工業（株）中部支店 愛知県名古屋市中川区露橋２ー２３ー２０ 支店長 那須田　圭伸
45 未来土木（株） 岐阜県岐阜市本荘西３ー１０８ 代表取締役 林　悠二朗
46 （株）林組 岐阜県大垣市楽田町２ー１６３４ー１ 代表取締役 林　広道
48 中部ライン（株） 岐阜県瑞穂市稲里大西６５４ー５ 代表取締役 毛利　邦夫
49 鐘建工業（株） 岐阜県各務原市那加岩地町３ー１２３ 代表取締役 浅野　友之
51 （株）ニシノ 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東５７３９ 代表取締役 安江　孝文
52 鹿島建設（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市橋本町２ー２０濃飛ビル３Ｆ 所長 堀　泰
53 東亜道路工業（株）岐阜出張所 岐阜県瑞浪市土岐町６０５３ー１ 所長 大谷　直弘
54 （有）マルシン森建設 岐阜県岐阜市浪花町１丁目１０番地 代表取締役 森　信道
55 東建設工業（株） 岐阜県岐阜市桜通り５ー１２ 代表取締役 東　治夫
56 （株）フジタ　名古屋支店 愛知県名古屋市中区新栄２ー１ー９ 執行役員支店長 渡辺　伸

59 島津システムソリューションズ（株）名古屋支店
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

支店長 山本　浩多

60 足立工業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市加納新本町３丁目１番地１ 所長 近澤　敦
63 （株）國井組　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市中宮４１２番地１ 所長 河野　正昭
64 塩谷建設（株） 岐阜県岐阜市六条片田１ー３ー１ 代表取締役 五十川　栄喜
66 三井住友建設（株）中部支店 愛知県名古屋市中区栄四丁目３番２６号 執行役員支店長 田中　邦佳
68 （株）桑原組 岐阜県安八郡安八町西結２１２５ 代表取締役 桑原　博生
69 田中建設工業（株） 岐阜県本巣市根尾板所６２２ー７ 代表取締役 田中　義巳
72 昭和コンクリート工業（株） 岐阜県岐阜市香蘭１‐１ 代表取締役 村瀬　大一郎
73 シーエヌ建設（株）岐阜営業所 岐阜県多治見市太平町２ー７５ 所長 服部　正美
75 （有）藤橋工務店 岐阜県瑞穂市別府１９９７ー１ 代表取締役 藤橋　克郎
76 岐阜愛知電機（株） 岐阜県岐阜市寿町１ー２ 代表取締役 永田　徹
77 （株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２ー１ 代表取締役 塩浜　都広
78 長谷川体育施設（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市清７５５ 所長 大竹　喜一
81 タニコー（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷２丁目３番地 所長 宮　弘光
82 木村建設（株） 岐阜県大垣市室本町４ー６４ 代表取締役 木村　博一
88 協和建設（株） 岐阜県各務原市神置町３ー５ 代表取締役 堀　英哲
91 岐阜信号施設（株） 岐阜県岐阜市福富天神前３４５ 代表取締役 大坪　岳彦

92 （株）東産業　名古屋営業所
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

所長 西村　勇

94 西建産業（株） 岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永１６４５ー１ 代表取締役 宗宮　與裕
95 粕川商事（株） 岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永１６４７ー１ 代表取締役 宗宮　なほみ
97 （株）椙岡組 岐阜県安八郡神戸町大字丈六道２０ー２ 代表取締役 椙岡　典昭
98 矢作建設工業（株） 愛知県名古屋市東区葵３丁目１９番７号 代表取締役 髙柳　充広
99 （株）西武管商 岐阜県岐阜市宇佐南３ー５ー１８ 代表取締役 浦瀬　武夫

100 （株）川瀬電気工業所 愛知県名古屋市昭和区鶴舞３丁目１６番３０号 代表取締役 鈴田　正道
101 富士通ネットワークソリューションズ（株）東海支店 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番３号 東海支店長 永野　昌司
103 （株）高島衛生 岐阜県岐阜市柳津町丸野４丁目８０番地 代表取締役 高島　大助
104 （有）ヤマヰ建築工業 岐阜県瑞穂市野白新田３１ー１ 代表取締役 山田　雄二
105 飛島建設（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町八丁目２６ 所長 藤本　英哲
108 岐建（株） 岐阜県大垣市西崎町２ー４６ 代表取締役社長 木村　志朗
109 岐南興業（株） 岐阜県岐阜市加納黒木町２ー４６ 代表取締役 尾崎　泰博
112 大成建設（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市金宝町２ー８マイルストーンズ 営業所長 戸崎　達也
114 （株）渡辺組 岐阜県海津市海津町高須町７２０番地の１ 代表取締役 渡辺　博邦
115 （株）植倉造園 岐阜県大垣市南若森町８２３ー３ 代表取締役 川瀬　泰孝
116 川瀬塗装（株） 岐阜県岐阜市岩栄町２ー１４ー５ 代表取締役 大山　芳峰
117 五洋建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄一丁目２番７号 執行役員支店長 山口　和彦
119 りゅうでん（株） 岐阜県岐阜市日置江２ー８５ー１ 代表取締役 松田　英文
120 （株）荒井製作所 岐阜県岐阜市水海道２ー１ー１３ 代表取締役 濱淵　久子
121 （株）藤塚工務店 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原２４９０ー１１３ 代表取締役 藤塚　茂郎
122 大成温調（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦３丁目６番３４号 支店長 野田　圭司
123 日本コムシス（株）東海支店 愛知県名古屋市中区栄２ー１０ー１ 支店長 土井内　裕章
124 東邦地水（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市西荘４ー１９ー１１ー１０７ 所長 山本　幹登
126 スポーツサーフェス（株）大阪営業所 大阪府大阪市西区立売堀１ー１１ー１７ 所長 武藤　太
127 ドリコ（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１丁目４番１６号 支店長 登家　一幸
128 （株）中京スポーツ施設 愛知県尾張旭市狩宿新町２丁目２７番地 代表取締役 正治　美知子
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130 （株）土屋Ｒ＆Ｃ 岐阜県大垣市禾森町３丁目２０６３番地２ 代表取締役 大西　良成
131 （株）所組 岐阜県本巣市根尾板所２５９ー１ 代表取締役社長 所　克仁
132 青木あすなろ建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中川区月島町６ー１ 執行役員支店長 鴨川　透
133 （株）御井重機 岐阜県各務原市小佐野町５丁目９５番地３ 代表取締役 森　賢司
134 高砂熱学工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号ＪＲセントラルタ 執行役員支店長 古川　裕高
138 森塗装工業（株） 岐阜県大垣市美和町１８４８ー７ 代表取締役 森　尚美
139 東洋熱工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区太閤五丁目５番１号 支店長 野村　正志
142 第一工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市千種区今池三丁目１３番１３号 執行役員支店長 都倉　通晴
145 （株）丹羽住設 岐阜県大垣市犬ケ渕町２２ 代表取締役 丹羽　敏仁
146 シーキューブ（株）岐阜支店 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩字東野１４４０ー１ 支店長 堀口　高資
147 （株）協和安全 岐阜県揖斐郡池田町片山２２７７ー２ 代表取締役 坪井　一平
148 大興建設（株）岐阜支店 岐阜県各務原市川島松倉町字上ノ島２２０６番地３ 専務取締役支店長 渡辺　隆吾
149 一松電気工事（株） 岐阜県岐阜市則松５ー１１６ー２ 代表取締役 平山　泰行
150 （株）二葉工業所 岐阜県岐阜市石切町３７ 代表取締役 長谷部　紀之
151 （株）浜善装飾 岐阜県岐阜市西野町６ー１９ー３ 代表取締役 虫賀　元哉
152 （株）錢高組　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目１４番１３号 理事支店長 山本　貢裕
153 （有）ホクギ 岐阜県岐阜市加野７ー６ー３２ 代表取締役 梁川　哲也
156 戸田建設（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市加納本町７丁目３５番地１ 所長 江上　康高
157 東急建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番２４号 執行役員支店長 松本　道久
158 管清工業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市城東通３―１７―２ 所長 久保　康成
159 白川電気土木（株） 愛知県名古屋市昭和区白金３丁目２１番５号 取締役社長 坂本　英雄
161 西濃建設（株） 岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野１２８ 代表取締役社長 宗宮　郷
163 ショーボンド建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市熱田区西野町２丁目７０ 支店長 谷岡　大樹
164 村本建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内３ー１９ー１２ 執行役員支店長 荻野　潤
165 荏原商事（株）中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅１ー１ー４ 支社長 山本　和正
166 （株）鷲見建設 岐阜県本巣市下福島４９ 代表取締役 鷲見　芳男
169 （株）野原電建 岐阜県岐阜市西河渡三丁目４６番地１ 代表取締役 大石　清貴
170 （株）広江組 岐阜県瑞穂市別府１５５１ー３ 代表取締役 広瀬　孝夫
173 井戸忠工業（株） 岐阜県瑞穂市別府１０６７ 代表取締役 渡邊　重則
175 （株）赤尾工務店 岐阜県安八郡安八町森部７８６ 代表取締役 赤尾　和秀
176 （有）ヨシダホーム 岐阜県瑞穂市森５７３ 代表取締役 吉田　敏之
177 曙開発（株）美濃加茂支店 岐阜県美濃加茂市川合町３ー１ー８ 支店長 松田　幸雄
178 和光通信（株） 岐阜県岐阜市菅生７丁目３番２４号 代表取締役 森本　豊
179 （株）日立ビルシステム　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 支社長 岩田　直樹
180 （株）三勇テクノス 岐阜県岐阜市柳津町東塚３丁目６３番地 代表取締役 木下　裕嗣
183 （株）五味塗工店 岐阜県岐阜市大福町６丁目３９番地２ 代表取締役 五味　広行
184 （株）カミノ 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内１０ー７７ 取締役社長 中畑　弘
186 中衛工業（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市六条南３丁目６番９号 支店長 三ツ村　広治
188 （株）竹中組 岐阜県大垣市東前１ー８０ー２ 代表取締役 安藤　文博
189 イワタ建設（株） 岐阜県岐阜市金岡町５ 代表取締役 杉本　高男
190 昭和建設（株） 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴１３７４ 代表取締役社長 浅野　高司
191 丸ス産業（株） 岐阜県加茂郡白川町三川１２７０ 代表取締役 藤井　紳二
192 （企）国乃産興 岐阜県大垣市和合本町２丁目１７番地 代表理事 加藤　都広
194 石黒体育施設（株） 愛知県名古屋市千種区春岡２ー２７ー１８ 代表取締役 石黒　和重
196 伊藤建工（株） 岐阜県養老郡養老町飯田１３３３ 代表取締役 伊藤　博視
197 （株）篠田製作所 岐阜県岐阜市金園町３ー１９ー２ 代表取締役社長 篠田　圭司
198 巳好建設（株） 岐阜県本巣郡北方町東加茂二丁目３３番地 代表取締役 堀部　好秀
199 （株）ウォーターエージェンシー　名古屋営業所 愛知県名古屋市守山区新守町１５４ 営業所長 藤井　雄司
200 村瀬建築（株） 岐阜県岐阜市加野４ー２７ー１８ 代表取締役 村瀬　賢一
202 （株）東和電子システム 岐阜県各務原市蘇原新栄町一丁目２６番地の５ 代表取締役 東倉　和賢
203 りんかい日産建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目１６番３０号 支店長 太田　佐登志
204 林工業（株） 岐阜県大垣市馬場町２ 代表取締役 林　裕人
205 杉山建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７番地２ 所長 國井　透
206 愛岐工業（株） 岐阜県各務原市上戸町３ー１６８ 代表取締役 江島　権司
207 （有）リペアーオオシマ 岐阜県岐阜市大洞桜台３ー５５ 代表取締役 大島　陟
208 東光電気工事（株）岐阜営業所 岐阜県土岐市下石町字脇之田１８９３ー１１ 所長 伊東　健一
212 （株）西原衛生工業所　名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵３ー２２ー８ 執行役員支店長 梅田　泰宏
213 （株）トーワ工業 岐阜県羽島市舟橋町出須賀２ー７８ 代表取締役 森　茂雄
214 （株）吉川組 岐阜県羽島市桑原町八神３６６１ 代表取締役 吉川　仁
215 佐藤工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市東区泉１ー２ー３ 執行役員支店長 廣橋　亙
217 横山工業（株） 岐阜県可児市大森１５３０ー２ 代表取締役 横山　英樹
218 中日コプロ（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市細畑６ー１ー１サンルート・ソロ２０１号 所長 近藤　久喜
221 川崎設備工業（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市若宮町８丁目１２番地 支店長 國枝　実成
222 大成機工（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅３ー２２ー８ 支店長 丸山　浩樹
223 （株）岩城 岐阜県可児市柿下２ー１ 代表取締役 文城　弘
224 三建塗装工業（株） 岐阜県岐阜市学園町１ー４ 代表取締役 伊藤　大輔
226 中日本産業（株） 岐阜県岐阜市薮田南５ー１３ー４ 代表取締役 加藤　称一
227 中日本防水（株） 岐阜県岐阜市太郎丸野田１３０ 代表取締役 田中　祥則
228 ユニオンテック（株） 岐阜県岐阜市中鶉１ー３０ー１ 代表取締役 安部　源太郎
229 （株）乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３番４号 代表取締役　社長執行 榎本　修次
231 名光電気工事（株） 岐阜県岐阜市中鶉２ー２８ー１ 代表取締役 髙見　和宏
232 一木産業（株） 愛知県名古屋市南区豊田３ー１８ー１４ 代表取締役 多田　吉孝
233 道家工業（株） 岐阜県岐阜市茜部辰新１ー８８ー１ 代表取締役 道家　忠広
236 （株）安全 岐阜県岐阜市則武中１ー９ー１１ 代表取締役 山本　一美
238 三和道路維持（株） 岐阜県岐阜市西鶉１ー５２ 代表取締役 林　正和
242 北方ポンプ工業（株） 岐阜県本巣郡北方町北方１５３ー１ 代表取締役 井上　英郎
243 アイサワ工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１丁目２０番２５号 取締役支店長 米田　友亮
244 （株）鵜飼 岐阜県本巣市仏生寺２６６ー２ 代表取締役 鵜飼　幸子
245 （株）松村電機製作所　中部支店 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 支店長 山口　滋
246 山尾興業（株） 岐阜県岐阜市川部２ー４７ 代表取締役 尾村　直人
247 （株）黒川産業 岐阜県本巣市屋井１４７番地 代表取締役 黒川　幸博
248 新生テクノス（株）中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 執行役員支店長 金山　健治
254 中部ニチレキ工事（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市六条南１ー３ー１ 所長 矢野　弘規
255 （株）扇屋 岐阜県各務原市蘇原野口町２‐８ 代表取締役 河野　春男
256 二幸エンジニアリング（株） 岐阜県岐阜市須賀４ー８ー２０ 代表取締役 西口　明宏
257 クローバーエース（株） 岐阜県本巣郡北方町柱本３丁目６６番地 代表取締役 安江　好己
262 太陽工業（株） 岐阜県揖斐郡池田町八幡１０４１ 代表取締役 岡崎　時彦
265 （有）根尾開発 岐阜県本巣市根尾樽見２７ー７ 代表取締役 小澤　建司
267 （株）郡上電気 岐阜県郡上市八幡町小野３ー８ー２７ 代表取締役 青木　輝道
268 （株）服部組 岐阜県羽島市福寿町間島８‐４５ 代表取締役 服部　隆雄
269 （株）乃一 愛知県名古屋市昭和区円上町１ー１ 代表取締役 乃一　剛英
270 クボタ機工（株）中部営業所 愛知県名古屋市中村区名駅３ー２２ー８ 所長 受川　秀次
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271 （有）大山主計 岐阜県瑞穂市美江寺５８１ー５ 代表取締役 大山　悟
273 （株）丸島工務店 岐阜県瑞穂市生津天王東町１ー３０ 代表取締役 島戸　龍史
274 岐阜塗装（株） 岐阜県岐阜市茜部本郷３ー８７ー１ 代表取締役 鷲見　泰裕
277 （株）松波共和電機商会 岐阜県岐阜市菊地町１ー２ 代表取締役 松波　美代子
278 （株）ピーエス三菱　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１７番１９号 執行役員支店長 田原　道和
280 市原産業（株） 岐阜県可児市川合２７４９ー９ 代表取締役 市原　俊享
281 サンワコムシスエンジニアリング（株）東海支店 愛知県名古屋市西区八筋町２２６ 支店長 白鳥　雅巳
282 川田建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄２ー４ー１ 執行役員支店長 石橋　憲二
284 ヒルムタ興業（株） 岐阜県大垣市綾野２ー２１７ 代表取締役 蛭牟田　悟
285 理水化学（株）名古屋支店 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 取締役名古屋支店長 風間　史朗
286 奥アンツーカ（株）近畿支店 大阪府東大阪市長田東３ー２ー７ 支店長 松井　欣也
288 （株）藤幸組 岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田６９８ー１ 代表取締役 近藤　幸男
291 （株）安藤・間　岐阜営業所 岐阜県岐阜市清住町一丁目四番地 所長 髙井　翼
292 （株）岐西建設 岐阜県本巣市浅木３ー３１ 代表取締役 阿葉家　卓也
294 日八工業（株） 岐阜県安八郡輪之内町海松新田１０８９ 代表取締役 牧野　匡好
295 高見通信工業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市吉野町１ー１６ 所長 髙橋　秀紀
298 上村建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市馬場上光町２ー３８ 営業所長 中村　宗生
299 大井建設（株）恵那支店 岐阜県恵那市長島町中野１００２ー１ 執行役員支店長 後藤　登茂美
301 （株）新井工務店 岐阜県大垣市犬ケ渕町６０ー３ 代表取締役社長 原　尚之
303 （有）廣瀬工務店 岐阜県岐阜市柳津町北塚１ー２３ 取締役 廣瀬　進一郎
304 （有）ノーヒデンキ 岐阜県郡上市大和町剣３２１ー１ 代表取締役 山本　哲也
306 中央電設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２ー２ー２ 名古屋支店長 尾市　利典
307 佐藤鉄工（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中区丸の内３ー１８ー１ 所長 大森　祐悦
308 八千代電設工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区新栄１丁目４９番８号 支店長 安藤　雅昭
311 （株）伊藤鐵工所 静岡県静岡市清水区幸町２ー１２ 代表取締役 日下　俊輔
312 清水建設（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市明徳町１０杉山ビル 所長 岡島　康彦
313 （株）酉島製作所　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄二丁目８番１２号伏見ＫＳビル２Ｆ 支店長 谷川　彰敏
314 ナゴヤプラント（株） 愛知県名古屋市東区葵三丁目２５ー１ 代表取締役 寺嶋　秀司
316 （株）富国建設 岐阜県岐阜市東金宝町２ー１０ 代表取締役 河野　敏春
318 （株）奥村組　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区竹橋町２９番８号 執行役員支店長 堀　順一
319 （株）中西製作所　岐阜営業所 岐阜県岐阜市六条江東１丁目１番３号 所長 高木　浩太
323 シブヤパイピング工業（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市日野北１丁目３番３２号 支店長 林　昌弘
324 （株）巣南設備 岐阜県瑞穂市十七条２８ 代表取締役 杉原　清
325 （株）地建防災 岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町４ー７ 代表取締役 成田　聡
326 戸島工業（株） 岐阜県岐阜市本郷町５ー１６ 代表取締役 荒川　晶一
327 （株）松本電気設備 岐阜県多治見市光ケ丘２‐２９ 代表取締役社長 松本　達
328 杉浦電気工事（株） 岐阜県下呂市森２３２４ 代表取締役 杉浦　晃
329 高田建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市稲里字三ノ町３８３―１ 所長 臼井　忠雄
330 パブリックシステム（株） 岐阜県郡上市八幡町初納１５４２ー１ 代表取締役 武藤　正幸
331 （有）瀬川園 岐阜県本巣市下真桑６００ 代表取締役 瀬川　都貴子
333 （株）日立国際電気　岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田南一丁目５番１号 所長 朝居　滋雄
334 北村組（有） 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴４１４ー２ 代表取締役 北村　友秀
335 （株）弥栄管工社 岐阜県安八郡神戸町大字神戸７０６ー２ 代表取締役 髙橋　勝也
336 （株）アルテック 岐阜県本巣郡北方町曲路３ー１ 代表取締役 安藤　陽一
337 名三工業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市西川手七丁目２７番地 所長 松下　健一
338 名工建設（株） 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 代表取締役社長 渡邉　清
341 （株）宮本工業所 富山県富山市奥田新町１２ー３ 代表取締役 宮本　芳樹
342 （株）高垣組　岐阜支店 岐阜県岐阜市藪田東１丁目９‐１９ 支店長 早川　裕
343 （株）三田防災 岐阜県羽島郡笠松町門間９２８ー２ 代表取締役 三田　信也
344 （株）国井秋建設　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋６０３ー１ 所長 河合　比佐夫
346 井納建設（株） 岐阜県本巣市文殊６７８ー１ 代表取締役 井納　英昭
347 沢井建設（株） 岐阜県各務原市各務おがせ町３‐１７１ 代表取締役 沢井　文仁
350 東洋建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦二丁目１２番１４号ＭＡＮＨＹＯ第一ビ 執行役員支店長 嶋本　孝
351 日本電気（株）東海支社 愛知県名古屋市中区錦１丁目１７番１号 支社長 土門　俊雅
352 （株）巴コーポレーション　名古屋支店 愛知県名古屋市名東区一社３ー９６ 支店長 中村　龍弘
357 日特建設（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市六条南三丁目６番４号 所長 熊木　敏夫
358 イビデンエンジニアリング（株） 岐阜県大垣市木戸町１１２２ 取締役社長 西田　剛
361 ヤンマーエネルギーシステム（株）名古屋支店 愛知県名古屋市東区東桜２ー１３ー３０ 支店長 東　一臣
363 丸弘建設（株） 岐阜県瑞穂市唐栗３００番地２ 代表取締役 森岡　英雄
366 （株）松波テクノ 岐阜県岐阜市長良福光１４７番地３ 代表取締役 澤田　栄造
367 石原電機工業（株） 岐阜県中津川市千旦林１１８番地の８４ 代表取締役 石原　昭弘
368 富士建設工業（株） 新潟県新潟市北区島見町３３０７ー１６ 代表取締役 鳴海　利彦
371 ミリオン電工（株） 岐阜県中津川市手賀野６４７ー６ 代表取締役 板頭　和彦
372 （株）加藤組 岐阜県羽島郡笠松町円城寺１４３３ 代表取締役 加藤　大武
375 イビデングリーンテック（株） 岐阜県大垣市河間町３ー５５ 代表取締役社長 坂井　隆
376 三建産業（株） 岐阜県大垣市十六町８４８ 代表取締役社長 春田　保博
377 （株）石垣　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２ー４ー３ 支店長 川原田　純也
378 千勝建設（株） 岐阜県瑞穂市本田２０４番地１ 代表取締役 馬渕　俊道
379 山﨑工業（株） 岐阜県海津市南濃町山崎９６９ー１ 代表取締役 古川　洋司
380 （有）馬渕興業 岐阜県瑞穂市中宮４３３ 代表取締役 馬渕　孝一
381 西日本電信電話（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市梅ケ枝町二丁目３１番地 支店長 児玉　美奈子
382 （株）桑原組　岐阜支店 岐阜県大垣市鶴見町藤沢２９５ 支店長 川瀨　和義
384 （株）淺沼組　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目６番１号サン納屋橋ビ 支店長 長谷川　清
387 （株）宇佐美組 岐阜県大垣市浅草１ー２８０ 代表取締役 宇佐美　憲邦
388 竜美電気（株） 岐阜県岐阜市旦島５丁目１番８号 代表取締役 高橋　安浩
390 三興電通（株） 岐阜県岐阜市鶴舞町１ー１５ 代表取締役 辻　進
393 （株）八雲電気通信 岐阜県羽島市足近町小荒井４８６番地の１ 代表取締役 安江　一則
394 （株）西村組 岐阜県関市豊岡町４ー３ー５ 代表取締役 西村　正一
395 東栄電業（株） 岐阜県岐阜市入舟町４ー３８ー１ 代表取締役社長 澤田　昭一
396 （有）伸栄産業 岐阜県瑞穂市生津天王東町２ー３４ 代表取締役 棚橋　重光
398 （株）伸栄土木 岐阜県安八郡輪之内町楡俣３４８ー１ 代表取締役 棚橋　重光
399 岐北ペイント（株） 岐阜県岐阜市日野西４ー１ー１ 代表取締役 可児　邦公
400 （株）福田組　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内３ー２３ー８ 執行役員支店長 山本　幹夫
401 東海鋼管（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市東興町４０番地 所長 三俣　康夫
406 西松建設（株）中部支店 愛知県名古屋市東区泉二丁目２７番１４号 執行役員支店長 白石　明
407 飛騨建設（株） 岐阜県高山市初田町３丁目４５番地２ 代表取締役 林　誠
409 （株）森田鉄工所　名古屋営業支店 愛知県名古屋市昭和区広路通１丁目１２番 支店長 乾　宏誠
410 渡辺工業（株） 岐阜県瑞穂市稲里３５３番地の４ 代表取締役 渡邉　勇
412 中部クリーン（株） 岐阜県可児市広見在原５１８ 代表取締役 吉田　登資
414 （株）常川グリーン 岐阜県岐阜市切通５丁目４番１３号 代表取締役 常川　隆
415 安全防水工事（株）可児営業所 岐阜県可児市川合２０６ 所長 安本　勝英
416 （株）前澤エンジニアリングサービス　名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦２ー１４ー２１ 所長 玉腰　善一
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422 大日本土木（株） 岐阜県岐阜市宇佐南１ー３ー１１ 代表取締役社長 馬場　義雄
423 （株）双葉 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町２丁目１番地５ 代表取締役 古川　高司
424 （株）マテックシノダ 岐阜県岐阜市西河渡１‐７‐２ 代表取締役 篠田　潤一郎
427 末永電気（株） 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原１１６番地の３ 代表取締役 末永　英司
428 （株）岡山工務店 岐阜県中津川市福岡６８５ー１ 代表取締役 岡山　彰宏
430 根本工業（株） 愛知県名古屋市昭和区小坂町２ー１３ 代表取締役 根本　和彦
431 共和通信（株） 岐阜県岐阜市早田東町６ー２８ 代表取締役 服部　信彦
434 （株）荏原製作所　中部支社 愛知県名古屋市西区菊井二丁目２２番７号 支社長 植田　康裕
435 三菱電機（株）中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２８番１２号 支社長 中竹　春美
436 （株）古川工務店 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水１６８０ー１ 代表取締役 古川　伸仁
437 豊和設備（株） 岐阜県大垣市長松町１０８７ー１ 代表取締役 境　英一
438 （株）山辰組 岐阜県揖斐郡大野町大字稲畑２０３ー１ 代表取締役 馬渕　健
439 丸石（株） 岐阜県岐阜市須賀１丁目１０番１号 代表取締役 石原　幸喜
441 奥村電気工事（株） 岐阜県土岐市泉町久尻５２ー１ 代表取締役 奥村　健太郎
442 （株）佐藤工業所 岐阜県安八郡神戸町大字柳瀬５７４ 代表取締役 佐藤　太子司
443 富士古河Ｅ＆Ｃ（株）中部支社 愛知県名古屋市中村区太閤３ー１ー１８ 支社長 田中　正樹
446 共栄土木建築（株） 岐阜県岐阜市城東通２ー１７ 代表取締役 鷲見　泰宏
447 中部電工（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通２ー１６ー２ 代表取締役 山城　敬介
450 （株）システムラボ 岐阜県瑞穂市別府１２５９番地の１ 代表取締役 伊藤　雅康
452 （株）三愛 岐阜県瑞穂市生津外宮東町二丁目３８番地 代表取締役 中川　善信
453 （株）古沢組 岐阜県安八郡安八町北今ケ渕４６９ 代表取締役 古沢　達行
454 ジィエース（株） 岐阜県羽島郡岐南町徳田１丁目２９０番地 代表取締役 花村　直樹
455 加納水道設備（株） 岐阜県大垣市三津屋町２ー５６ 代表取締役 加納　浩二
457 藤吉工業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市花沢町２丁目１番地 所長 木村　健治
459 日本空調サービス（株）　大垣営業所 岐阜県大垣市浅草３丁目２７番地 所長 宮川　裕直
460 山一電気（株） 岐阜県岐阜市坂井町２ー８ 代表取締役 山田　宣幸
462 新菱冷熱工業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市神田町９丁目２７番地 所長 足立　雅浩
464 三愛物産（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市六条江東二丁目８番２４号 支店長 柏木　博文
466 千代田電子システム（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市加納北広江町４１ 岐阜営業所長 佐藤　邦雄
467 （株）共亮興業 岐阜県大垣市三塚町３８２番地５ 代表取締役 中川　良美
468 （株）セイコー 岐阜県岐阜市鏡島２００４番６ 代表取締役 住谷　哲
469 （株）桐山組 岐阜県大垣市上石津町牧田２６４４ー２ 代表取締役 桐山　貢
470 沖電気工業（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号 支店長 徳永　雅一
471 （株）ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋｓ　名古屋支店 愛知県名古屋市千種区内山３丁目３０番９号 執行役員支店長 戸塚　寛介
473 高橋電気工業（株） 岐阜県岐阜市中西郷３９８番地 代表取締役 高橋　秀幸
474 （株）中部空調サービス 岐阜県岐阜市岩滝西１ー４７５ー２ 代表取締役 藤井　政規
476 名古屋水交（株） 愛知県名古屋市西区則武新町四丁目１番４５号 代表取締役 西井　康翁
478 （株）テクノ菱和　岐阜営業所 岐阜県岐阜市八島町３ 所長 森　佳広
479 ダイダン（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市吉野町６ー１６ 所長 佐藤　美津男

480 新日本空調（株）名古屋支店
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

上席執行役員支店長 松浦　正志

481 濃尾電機（株） 岐阜県岐阜市宇佐南２ー３ー８ 代表取締役 坂本　太
484 協和機電工業（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区太閤通８番３０号広誠ビル４Ｄ 所長 市野　繁明
485 三菱電機ビルテクノサービス（株）中部支社　岐阜支店 岐阜県岐阜市橋本町２ー２０ 支店長 水野　利一
486 （株）ヤマモト 岐阜県揖斐郡揖斐川町三倉１３３ー１ 代表取締役社長 山本　直人
487 ジェイアール東海建設（株） 愛知県名古屋市中村区則武１ー１５ー７ 代表取締役社長 松野　篤二
489 巴産業（株） 岐阜県岐阜市大池町３ー１ 代表取締役 長尾　佳春
494 関谷建設（株） 岐阜県岐阜市曽我屋５ー１３９ 代表取締役 関谷　弘
496 大成設備（株）東海支店 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 支店長 牧野　尚
497 岐阜電気工事（株） 岐阜県岐阜市高野町１ー５ー４ 代表取締役 藤井　達郎
498 （株）丸徳鉄工 岐阜県岐阜市則松３ー２９２ 代表取締役社長 葛谷　政勝
504 エヌアイ通信工業（株） 岐阜県岐阜市三笠町２ー１１ー４ 代表取締役 服部　隆
505 平井工業（株） 岐阜県羽島市足近町直道５７８番地 代表取締役 平井　利金
506 山田工業（株） 大阪府大阪市中央区日本橋一丁目１７番１７号 代表取締役社長 浅尾　洋光
507 中部パークシステム（株） 岐阜県大垣市中川町４‐１５７‐３ 代表取締役 奥田　隆庸
508 （株）岐阜造園 岐阜県岐阜市茜部菱野４ー７９ー１ 代表取締役 山田　準
509 剱崎建設（株） 岐阜県岐阜市木ノ下町２ー５ 代表取締役 剱崎　雅文
510 松田リサイクル（株） 岐阜県岐阜市西島町８‐８ 代表取締役 松田　良明
511 寿美工業（株）岐阜営業所 岐阜県美濃加茂市蜂屋台一丁目５番地１３ 所長 間宮　孝治
512 丸成林建設（株） 岐阜県岐阜市北一色１０ー３６ー１４ 代表取締役 林　茂樹
513 水道機工（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１２号 支店長 岡本　浩二
514 東亜建設工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦３ー４ー６ 執行役員支店長 金子　功
515 前澤工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２ー１４ー２１ 支店長 山本　幸一
516 （株）千代田組　中部支店 愛知県名古屋市中区錦１ー１３ー２６ 支店長 田中　堅詞
517 （株）大橋組 岐阜県養老郡養老町大巻４５９０ 代表取締役 大橋　信之
518 （株）吉博組 岐阜県岐阜市早田東町１丁目３３番地の２ 代表取締役 小林　真一
520 栗原工業（株）中部支店 愛知県名古屋市北区平安２ー１５ー５２ 支店長 吉川　隆児
521 石川設電（株） 岐阜県不破郡垂井町綾戸545 代表取締役 石川　時久
523 （有）結水道 岐阜県安八郡安八町西結１０５４ 代表取締役 古澤　達也
524 美濃工研（株） 岐阜県大垣市本今四丁目１３６番地１ 代表取締役 杉野　達和
526 北研工業（株） 岐阜県岐阜市福光東３ー１１ー２０２ 代表取締役社長 矢野　雄嗣
528 三和シヤッター工業（株）岐阜統括営業所 岐阜県岐阜市茜部野瀬１丁目２９ 統括所長 池本　聡
530 （株）岐阜アイシー 岐阜県各務原市蘇原持田町３ー５０ー１ 代表取締役 中木　和人
531 東海鑿泉（株）名古屋支社 愛知県名古屋市中川区供米田二丁目４０８番地 支社長 石原　桂二
532 （株）日本ピーエス　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南１ー１８ー２４ 執行役員支店長 岡田　憲治
535 東海道路（株） 岐阜県中津川市苗木４５８６番地の５０ 代表取締役 丸山　大知
536 （株）丸高建設 岐阜県瑞穂市本田５６４ー１ 代表取締役 関谷　義弘
538 永井建設（株） 岐阜県岐阜市向陽町２６ 代表取締役 梅田　克彦
539 日本電設工業（株）中部支店 愛知県名古屋市中村区本陣通二丁目２９番地 支店長 橋本　勉
540 長良工業（株） 岐阜県岐阜市柳津町下佐波８ー４６ 代表取締役 柳原　望成
541 松永建設（株） 岐阜県岐阜市茜部中島２ー７４ー１ 代表取締役 林　宣文
545 （株）日立製作所　中部支社 愛知県名古屋市中区栄３ー１７ー１２大津通電気ビル 支社長 渡辺　弘之
546 （株）鴻池組　岐阜営業所 岐阜県岐阜市金園町１ー３ー３ー６Ａ 所長 横井　祐司
549 （株）横建 岐阜県各務原市那加前洞新町５ー１０９ー４ 代表取締役 横山　浩之
551 （株）エーアンドブイ 愛知県名古屋市千種区城木町２丁目９８ 代表取締役 森　久洋
552 ＮＤＳ（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市西改田字川向１６４番地 支店長 大西　秀隆
555 奥原建設（株） 岐阜県高山市総和町３丁目１１１番地２ 代表取締役 奥原　小百合
557 （株）穂積電気商会 岐阜県瑞穂市只越１０２６番１４ 代表取締役 加藤　丈博
558 浦安工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄１丁目２９番１９号 執行役員名古屋支店長 津田　修
561 （株）大本組　名古屋支店 愛知県名古屋市千種区池下１ー１０ー８ 執行役員支店長 山廣　隆宏
564 シンクレイヤ（株）中部北陸営業所 岐阜県可児市姫ヶ丘一丁目２０番地 所長 榊原　真
566 イワタニ東海（株） 岐阜県羽島市新生町１ー１５ 代表取締役 林　裕幸
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568 （株）竹中土木　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦二丁目２番１３号 執行役員支店長 渡部　彰
570 ＮＥＣネッツエスアイ（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町６丁目６ 所長 真井　隆
571 アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 代表取締役 津田　博之
572 （株）トーブ 愛知県名古屋市西区あし原町８６番地 代表取締役 本田　和博
575 泉建設工業（株） 岐阜県揖斐郡池田町本郷１０９４ー６ 代表取締役 泉　恵美
577 （株）ニンテック 岐阜県関市日之出町一丁目１０番地 代表取締役 西村　昌一
578 中央電気工事（株）岐阜営業所 岐阜県各務原市那加信長町１ー８５ 所長 黒田　浩
580 ＪＦＥエンジニアリング（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２８番１２号 支店長 霜　知宏
581 アズビル（株）ビルシステムカンパニー中部支社 愛知県名古屋市中区錦二丁目１４番１９号 執行役員支社長 丸山　哲也
583 （株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１ー１９ー４ 代表取締役 市山　勉
584 （株）材半建設 岐阜県海津市平田町今尾３０８６ 代表取締役 後藤　啓太
586 西武建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目２８番３号 支店長 張間　誠司
587 （株）明電舎　中部支社 愛知県名古屋市中区錦１ー１７ー１３ 支社長 高山　邦彦
590 （株）川口組 岐阜県本巣市根尾板所３３５ 代表取締役 川口　實雄
591 （株）林工務店 岐阜県高山市江名子町３２４６番地１１ 代表取締役 林　俊宏
592 日本街路灯製造（株） 愛知県名古屋市熱田区五本松町１ー８ 代表取締役 後藤　潤一郎
593 （株）ＧＳユアサ　中部支社 愛知県名古屋市中区新栄町２ー１３ 支社長 高本　勝幸
594 （株）ジーエス・ユアサフィールディングス　中部支店 愛知県名古屋市千種区今池５ー１ー５ 支店長 吉田　明宣
596 住友重機械エンバイロメント（株）中部支店 愛知県名古屋市東区東桜１ー１０ー２４ 支店長 辻本　謙一
597 橋本工業（株） 岐阜県飛騨市古川町杉崎３６２番地１ 代表取締役 白木　信章
598 日比鑿泉工業 岐阜県大垣市本今２ー２０ー１ 事業主 日比　芳雄
601 中日本商事（株） 岐阜県大垣市新長沢町３ー３ー２ 代表取締役 川合　麻美
603 名鉄ＥＩエンジニア（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市入舟町二丁目１番地 支店長 柴田　隆司
605 日東工営（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅４ー２ー１１ 支店長 山口　真弘
608 （株）ジャクエツ 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０ 代表取締役 德本　達郎
612 南谷工業（株） 岐阜県羽島市小熊町２ー２６０ 代表取締役 南谷　明男
614 （株）栗山組 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉２００８ 代表取締役 栗山　貴稔
615 三和機電（株） 岐阜県羽島郡岐南町平成１ー５３ 代表取締役 竹中　智一
620 （株）巴ルーフィング 岐阜県岐阜市鷺山東１丁目４番１８号 代表取締役 榎本　克巳
621 （株）シーテック　岐阜支社 岐阜県岐阜市敷島町７ー４９ 執行役員岐阜支社長 長浦　和明
622 斎藤建設（株） 愛知県名古屋市昭和区石仏町１丁目９３番地 代表取締役 齋藤　浩司
623 福田設備工業（株） 岐阜県本巣市上真桑２２５８ー４２７ 代表取締役 福田　貴普
624 日本フィールドシステム（株）中部支店 愛知県名古屋市名東区藤森２ー１８ 支店長 中村　康史
625 アムズ（株） 石川県金沢市西泉３丁目９２番地 代表取締役 谷口　吏
626 （株）キクテック　岐阜支店 岐阜県岐阜市今嶺４ー５ー１５ 支店長 柳瀬　清文
628 （株）富士通ゼネラル　中部情報通信ネットワーク営業部 愛知県名古屋市名東区猪高台１ー１３１５ 部長 小林　和宏
631 （株）日発電工　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市犀川１ー１４９ 営業所長 加藤　正和
633 （株）Ｃ・Ｔ・Ｓ中央 愛知県名古屋市瑞穂区仁所町１丁目５７番地１ 代表取締役 小川　昌也
634 （株）新東建設 岐阜県関市東新町４ー９９ー２ 代表取締役 加藤　照彦
635 グリーンライフ穂積庭園 岐阜県瑞穂市別府７４８番地４ 事業主 棚瀬　成康
641 都築電気（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦二丁目１３番３０号 執行役員支店長 岩田　弘
642 （有）安藤産業 岐阜県大垣市小泉町２９２ー１ 代表取締役 安藤　宏明
644 （株）東亜製作所　岐阜支店 岐阜県羽島郡岐南町平成５ー２９ 取締役支店長 佐藤　圭一
645 サンテック（株） 岐阜県郡上市白鳥町白鳥１０５６ー１ 代表取締役 山口　里美
648 三柏（株） 岐阜県大垣市北切石町２丁目１番地 取締役社長 三輪　剛士
649 中部事務機（株） 岐阜県岐阜市都通１ー１５ 代表取締役 辻　慶一
651 吉村造園土木（株） 岐阜県岐阜市柳津町上佐波２ー２７６ 代表取締役 吉村　清隆
652 川北電気工業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市明徳町１０番地杉山ビル１階 所長 加藤　武司
653 日立造船（株）中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅南１ー２４ー３０ 支社長 西川　佳成
654 福井電設（株） 岐阜県中津川市坂下７５８ 代表取締役社長 福井　修
655 金子工業（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市江添３ー７ー２６ 取締役支店長 古川　浩一
656 （株）名神 岐阜県岐阜市六条南２ー１２ー２０ 代表取締役 森島　晴之
657 日野吉工業（株） 岐阜県岐阜市北鶉３ー２１ 代表取締役 川島　吉博
658 （株）ヒダアイテック 岐阜県高山市下岡本町１８８４ー１ 代表取締役 大坪　恒二
659 大洋電機（株）岐阜工場 岐阜県羽島郡笠松町如月町１８ 取締役岐阜工場長 金森　秀義
660 （株）トミタ 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水田良々４３１番地３ 代表取締役 富田　洋平
661 （株）雄電社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区千代田５丁目１３番３６号 支店長 古野　徹
662 （株）トオヤマ 岐阜県岐阜市笹土居町２７ 代表取締役 遠山　重徳
663 （株）イシイ 岐阜県大垣市本今６ー５８ 代表取締役 中嶋　浩二
664 近松建設（株） 岐阜県岐阜市雪見町１ー５ 代表取締役 近松　健夫
665 （株）丹葉電機岐阜 岐阜県可児市中恵土６０ー３ 統括部長 日比野　顕吾
666 岡田産業（株） 岐阜県岐阜市宇佐南４ー１７ー１０ 代表取締役 岡田　明彦
667 （株）トーエネック　岐阜支店 岐阜県岐阜市茜部中島３ー１０ 執行役員支店長 宗宮　弘幸
668 菱電エレベータ施設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目６番２３号 取締役支店長 山内　英彦
669 （株）オービス　名古屋営業所 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 所長 森　秀明
670 （株）三晃空調　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 支店長 尾崎　朋人
672 （株）富士通エフサス 東京都品川区西品川一丁目１番１号 代表取締役社長 小林　俊範
673 （株）メイセイ 愛知県江南市小杁町長者毛東１９７番地 代表取締役 林　吾一

674 朝日企業（株）名古屋支店
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

支店長 大石　直紀

675 日本エレベーター製造（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区十王町２ー１ 所長 舟橋　雅至
677 大冷工業（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市宇佐南三丁目５番２２号 支店長 古田　輝威
678 （有）西濃防災 岐阜県大垣市南若森町４ー８２ 取締役 清水　直人
679 近藤工業（有） 岐阜県不破郡垂井町地蔵２ー５９ 代表取締役 近藤　竜也
680 （株）橋本ターフ・コントロール 岐阜県大垣市東町１ー１７２ 代表取締役 橋本　祐二
685 日本無線（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町６ー４ 所長 田口　浩雅
686 ウノインフラプランテック（株） 岐阜県岐阜市白菊町６ー１３ 代表取締役 宇野　春彦
688 丸正産業（株） 岐阜県安八郡神戸町大字安次４２ 代表取締役 椙岡　正一
690 （株）イチテック 愛知県一宮市せんい１丁目２番１９号 代表取締役 伊貝　英治
691 （株）日写 岐阜県岐阜市早田本町３‐６２ 代表取締役 伊藤　哲雄
692 石垣メンテナンス（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２ー４ー３ 支店長 兼松　弘之
693 （株）後藤塗装 岐阜県岐阜市福光東３ー４ー１０ 代表取締役 後藤　正友
694 ノダック（株）中部事業所 岐阜県大垣市新田町４ー３０ 中部事業所長 舟木　直純
696 メタウォーター（株）営業本部　中日本営業部 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号 部長 粂田　貴史
697 （株）川田電機工務店 岐阜県岐阜市吹上町６ー２５ 代表取締役社長 川田　弘
698 八創建設（株） 岐阜県岐阜市熊野町３３ー２ 代表取締役 吉村　輝昭
700 （株）西原環境　中部支店 愛知県名古屋市東区葵３丁目１５番３１号 支店長 熊谷　眞純
705 木下建設（株）中津川営業所 岐阜県中津川市新町１ー１２ 所長 佐々木　利幸
707 （株）ダイワテクノ 岐阜県岐阜市則武東２ー１８ー３８ 代表取締役社長 廣川　重幸
708 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市花園町１８ー９ 所長 渡邊　隆成
709 東和電気工事（株） 愛知県名古屋市中村区千成通１丁目２２番地 取締役社長 吉永　栄一
710 （株）産建 岐阜県岐阜市清本町４ー３９ 代表取締役 森島　崇
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711 中央清掃（株） 岐阜県瑞穂市別府１２５９‐１ 代表取締役 田中　剛
713 （株）中田造園 岐阜県各務原市蘇原東島町２丁目１３６番地の２ 代表取締役 中田　修一
714 （株）大広商事 岐阜県大垣市東前２ー１８ー３ 代表取締役 末松　卓見
717 アプロ通信（株） 岐阜県岐阜市茜部菱野４ー１３４ 代表取締役 蓑島　裕和
718 （株）ヒビ 岐阜県養老郡養老町直江６１３ー１ 代表取締役 日比　英輝
719 エスエヌ環境テクノロジー（株） 大阪府大阪市此花区西九条５丁目３番２８号 代表取締役 辻　勝久
720 （株）タクマ　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２２番８号大東海ビル 支店長 菅原　孝二
721 （株）クボタ　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２ー８ 支社長 佐塚　洋隆
722 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス　中部支店 愛知県名古屋市中区錦三丁目２０番２７号 支店長 小俣　勇二
723 扶桑電通（株）中部支店 愛知県名古屋市中区錦２ー２ー１３ 執行役員支店長 奥田　洋久
724 森松工業（株） 岐阜県本巣市見延１４３０―８ 代表取締役社長 松久　晃基
726 （株）山本工務店 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼１０２６ー１ 代表取締役 山本　幸浩
727 （有）照喜 岐阜県瑞穂市別府１５１８ 代表取締役 廣瀬　信宏
728 （有）中央体育器具製作所 岐阜県加茂郡川辺町下川辺５１６ 代表取締役 桜井　省三
729 昭和造園土木（株） 岐阜県岐阜市雛倉７９４ー１ 代表取締役 日比　真一
732 重喜防水工業（株） 愛知県名古屋市北区大野町４丁目１２番地 代表取締役 山本　康敬
733 （株）浅野組 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄９６７ 代表取締役 浅野　忠一郎
734 東和電気（株） 岐阜県大垣市世安町２ー１１７ー１ 代表取締役 山崎　富雄
735 （株）田中建設 岐阜県羽島市福寿町間島７ー９ 代表取締役 佐藤　良平
736 交通企画（株）中部支店 岐阜県岐阜市六条大溝３ー７ー７ 取締役支店長 西垣　敏彦
739 （株）電業社機械製作所　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１８号 支店長 專能　哲也
740 機動建設工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市西区城西４丁目２８番１８号清光ビル 支店長 永田　知
741 （株）北村造園 岐阜県大垣市大島町２ー２０ー１ 代表取締役 北村　哲郎
742 （株）内藤ハウス　名古屋支店 愛知県名古屋市千種区仲田２ー１５ー８ＮＴビル１０階 支店長 海川　敬一
744 （株）高岩組 岐阜県大垣市本今４ー６７ー５ 代表取締役 高木　英一
745 （株）富士ピー・エス　名古屋支店 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 支店長 藤野　挙徳
748 朝日設備工業（株） 岐阜県岐阜市早田栄町４‐２８ 代表取締役 渡邊　直哉
749 日本オーチス・エレベータ（株）中部支店 愛知県名古屋市東区泉１丁目２３番３０号 支店長 荒　孝造
750 三建設備工業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市福住町一丁目２０番地ＳＫＹ・Ｔ 所長 安田　峰雄
752 （株）東利　岐阜支店 岐阜県海津市南濃町山崎９６５番地２ 支店長 安田　康孝
753 （株）コトブキ　名古屋支店 愛知県名古屋市千種区桜が丘２９５番地第８オオタビル 支店長 門元　久仁夫
754 須賀工業（株）岐阜出張所 岐阜県岐阜市川端町１３番地１ 所長 遠藤　仁志
755 三辰精工（株） 東京都江戸川区船堀４丁目１２番１０号 代表取締役 高瀬　清久
756 玉田建設（株） 岐阜県岐阜市大洞１丁目１６番１１号 代表取締役 玉田　稲子
757 （株）渡辺工務店 岐阜県岐阜市西玉宮町１ー１１ 代表取締役 渡辺　秀司
758 新幸ホーム（株） 岐阜県大垣市墨俣町墨俣１０５２番地１ 代表取締役 赤尾　鋭和
761 丸茂電機（株）名古屋営業所 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 所長 田中　徹
762 王春工業（株）岐阜営業所 岐阜県多治見市池田町６ー７０ 所長 所　元昭
763 三機工業（株）中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目４５番７号 常務執行役員支社長 朝倉　和昭
764 トーテックアメニティ（株）岐阜事業所 岐阜県岐阜市吉野町６ー６ 所長 大橋　卓也
765 菱和エアコン（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市薮田東１ー４ー１１ 支店長 山田　卓司
767 大東（株） 岐阜県岐阜市六条南３ー１４ー１ 代表取締役社長 渡部　勝裕
769 日本エンヂニヤ（株）岐阜営業所 岐阜県高山市清見町三日町５５２ー３ 所長 羽根　都弘
770 （株）都市整備 愛知県名古屋市西区則武新町四丁目４番６号 代表取締役 長谷　恵俊
771 （株）山越 愛知県名古屋市西区則武新町１ー３ー５ 代表取締役 相澤　宏暢
772 （株）斫木村 岐阜県大垣市新田町５ー２２ 代表取締役 木村　勇一
773 新日本工業（株）岐阜営業所 岐阜県多治見市下沢町４丁目９１番地１ 所長 田澤　秀樹
774 中央電子光学（株） 岐阜県岐阜市六条北４ー１０ー７ 代表取締役 日比　泰雅
775 （株）岐東庭園 岐阜県岐阜市高田３‐２０‐１４ 代表取締役 今尾　明博
776 （株）北川工務店 岐阜県羽島市正木町須賀小松４５９ 代表取締役 北川　晴将
777 （株）中日ＡＶシステム 岐阜県大垣市船町５ー２３ 代表取締役社長 神谷　正史
778 極東興和（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１ー７ー３４ 支店長 三宅　哲
779 ａｎｄ（株）岐阜支店 岐阜県関市下有知２７７８ー４ 支店長 岡田　尚樹
781 （株）朝日工業社　岐阜営業所 岐阜県岐阜市清住町一丁目４番地篠田ビル２階 所長 小島　富也
782 明和工業（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵三丁目２３ー７千種ファーストビルＮ 名古屋営業所長 河原崎　克哉
783 （株）丸泰 岐阜県岐阜市領下６ー４６ 代表取締役社長 伊藤　寛章
784 瀬口電設（株） 岐阜県岐阜市菊地町５ー１１ 代表取締役 瀬口　幹浩
785 川田工業（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中区栄二丁目４番１号 所長 麻畠　康弘
787 ロイヤル電気産業（株） 岐阜県瑞穂市別府２７６ 代表取締役 廣瀬　英樹
789 オリエンタル白石（株）名古屋営業支店 愛知県名古屋市中区栄二丁目３番６号 支店長 中村　康幸
790 （株）佐竹組 岐阜県養老郡養老町蛇持２１ 代表取締役 佐竹　武
794 （株）ウスイ消防 岐阜県岐阜市金園町３‐２５ 代表取締役 臼井　潔
795 愛知時計電機（株）名古屋支店 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 支店長 日比野　宏紀
796 （株）正興電機製作所　名古屋営業所 愛知県名古屋市中区栄四丁目３番２６号 所長 吉村　和記
798 中部土木（株） 愛知県名古屋市千種区竹越１丁目１４番１０号 代表取締役社長 難波　陽一
800 浅海電気（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内３ー２０ー２２ 支店長 栗原　健治
801 丸仲建設（株）岐阜支店 岐阜県各務原市蘇原新栄町１ー６５ー１ 取締役支店長 榎　雅浩
803 川重冷熱工業（株）中日本支社 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 支社長 高畑　輝彦
804 安田電機暖房（株） 岐阜県岐阜市吉野町３ー８ 代表取締役社長 宇佐美　清英
805 （株）岐東設備 岐阜県岐阜市北一色５―１３―１４ 代表取締役 平工　勉
808 高橋塗装（株） 岐阜県大垣市千鳥町４ー２１ 代表取締役 高橋　和巳
810 （株）東光電工社 岐阜県岐阜市茜部菱野２ー１１３ー１ 代表取締役 奥村　保雅
811 （株）大林組　岐阜営業所 岐阜県岐阜市吉野町６ー１６大同生命廣瀬ビル内 所長 大澤　泰尚
812 昱耕機（株） 愛知県名古屋市中区新栄１丁目７番７号 本部長 中野　隆志
817 （株）トーヨー 岐阜県瑞穂市野田新田３８８０ 代表取締役 大脇　俊明
818 酒井電気工事（株） 岐阜県岐阜市若福町９‐１０ 代表取締役 酒井　本文
819 新明和工業（株）流体事業部営業本部中部支店 愛知県名古屋市中区大須１ー７ー１１ 支店長 山田　浩
822 （株）日展　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区熊野町２ー２２ー１ 支店長 西嶋　俊章
823 （株）三協 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田１１２ 代表取締役 野原　秀雄
824 内藤建設（株） 岐阜県岐阜市六条南３ー１０ー１０ 代表取締役 内藤　宙
825 （株）後藤組 岐阜県大垣市割田１ー４０ー２ 代表取締役 後藤　登
828 岐仙設備工業（有） 岐阜県瑞穂市横屋３６８ 代表取締役 仙石　英之
830 パナソニックＬＳエンジニアリング（株）中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南２ー７ー５５ 支店長 山本　総太郎
834 （株）サムテック 愛知県名古屋市中村区名駅５ー１８ー６ 代表取締役 森　一夫
836 大垣土建（株） 岐阜県大垣市鶴見町１４１ 代表取締役 土井　一男
837 （株）鷲見建設工業　瑞穂支店 岐阜県瑞穂市牛牧９９５ー１ 支店長 横山　亨
838 ＯＫＩクロステック（株）中部支社 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１３番３１号 支社長 中川　浩一
840 （株）ヤマシタ工務店　岐阜支店 岐阜県岐阜市茜部菱野１丁目１０５番地１ 岐阜支店長 平工　敦弘
843 （株）土屋電気商会 岐阜県関市出来町２５ 代表取締役 土屋　勤
844 （株）正木装飾 岐阜県岐阜市萱場東町４ー２０ 代表取締役 正木　有三
846 久富電設（株） 岐阜県大垣市小野一丁目２２番地１ 代表取締役 久富　幸司
848 河春電気（株） 岐阜県岐阜市早田本町４ー２２ 代表取締役 河村　祐史
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849 青協建設（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市雄総緑町４ー１ー２メゾン・ド・スプラッシュ２０１ 所長 宮田　久嗣
850 西濃機電（株） 岐阜県大垣市野口３ー１ー６ 代表取締役 安田　隆夫
852 （株）中島工務店 岐阜県中津川市加子母１００５ 代表取締役 中島　紀于
853 共和化工（株）名古屋支店 愛知県名古屋市千種区今池南２９ー１６ 支店長 小金丸　武己
854 （株）環境開発　名古屋営業所 愛知県名古屋市北区大杉２丁目１０番１３号 所長 森　哲夫
856 （株）清水鐵工所　名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区名駅２ー２８ー５ 所長 疋田　辰郎
857 （株）大島電氣工事 岐阜県土岐市鶴里町柿野２４７４ 代表取締役 大島　靖生
858 （株）野田建設 岐阜県関市緑ヶ丘２ー５ー７８ 代表取締役 野田　康彦
860 （株）新井組 岐阜県高山市大新町２ー２０５ー１０ 代表取締役 新井　裕輔
861 郡上鋪道（株）本巣支店 岐阜県本巣市三橋６４６番地 支店長 高橋　昭浩
863 寺嶋建設（株） 岐阜県岐阜市上加納山４７２３ー２６ 代表取締役 寺嶋　敏泰
864 （株）佐合木材 岐阜県美濃加茂市古井町下古井４５０ー１ 代表取締役 佐合　隆治
867 千代田工業（株） 愛知県津島市蛭間町字桝田３２３ 代表取締役 服部　良三
869 シンフォニアテクノロジー（株）名古屋支社 愛知県名古屋市西区名駅１ー１ー１７ 支社長 寺本　茂之
870 ケーブルシステム建設（株） 愛知県名古屋市中区千代田２ー２１ー１８ 代表取締役 青山　繁行
871 三和電気土木工事（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目１１番５号 支店長 松本　卓也
872 （株）関電工　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄１ー２ー７名古屋東宝ビル内 支店長 松岡　義則
875 （株）協和エクシオ　東海支店 愛知県名古屋市中区錦三丁目１０番３３号 支店長 河野　憲二
877 サン・シールド（株） 愛知県安城市桜井町城阿原２８番地 代表取締役 米森　清祥
880 ヤマハサウンドシステム（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦１ー１８ー２８ 所長 川島　洋次郎
883 長良電業（株） 岐阜県大垣市島町１４６ー３ 代表取締役 小林　知成
885 （株）芙蓉施設センター　土岐営業所 岐阜県土岐市泉大島町４ー１５ー１ 営業所長 深萱　守道
888 岐阜アイホー調理機（株） 岐阜県岐阜市中鶉２丁目１０５番 代表取締役 伊藤　隆男
889 （株）カワイ工業 岐阜県岐阜市則武西２ー２８ー８ 代表取締役 川合　雅和
891 （株）安部日鋼工業 岐阜県岐阜市六条大溝３ー１３ー３ 代表取締役 井手口　哲朗
892 （株）小野電気商会 岐阜県海津市平田町今尾１８２６ー１ 代表取締役 小野　倉可
898 佐伯綜合建設（株）可児支店 岐阜県可児市川合７０ー１ 執行役員支店長 辻　博久
899 美山建設（株） 岐阜県山県市柿野４７ー１ 代表取締役 久保　正彦
903 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）中日 愛知県名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 社長 細貝　邦行
904 鈴中工業（株） 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目９番７号 代表取締役 鈴木　康仁
906 （株）保安企画 岐阜県羽島市舟橋町本町５丁目３２番地 代表取締役 渡辺　勉
907 富士産業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市西区城西４ー５ー４ 支店長 西尾　達也
911 （株）東海遊具製作所 岐阜県各務原市山脇町３ー２ 代表取締役 中嶋　一平
913 大和リース（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田東２ー１ー６ 所長 奥野　俊輔
918 クボタ環境サービス（株）中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅３ー２２ー８ 支店長 西野　雅也
919 徳倉建設（株）岐阜営業所 岐阜県土岐市泉東窯町４ー６１ 所長 大鋸　敏男
923 共栄工業（株） 岐阜県本巣市政田２５２５ 代表取締役 村瀬　貞美
925 （有）廣江ポンプ店 岐阜県瑞穂市牛牧１３４番地 代表取締役 廣江　克哉
929 富士電機（株）中部支社 愛知県名古屋市中区新栄一丁目５番８号 支社長 後藤　勝也
931 木内建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市東区代官町４０ー２９ 取締役支店長 柿崎　盛彦
932 篠田（株） 岐阜県岐阜市竜田町２ー２ 代表取締役 篠田　篤彦
933 （株）ダイキアクシス　名古屋営業所 愛知県名古屋市西区あし原町８６番地 所長 国安　信治
934 川合鑿泉工業（株） 岐阜県大垣市本今町２３７ 代表取締役 川合　容平
935 （株）ＴＡＴＳＵＭＩ 岐阜県岐阜市福富天神前３０８番地１ 代表取締役 後藤　諭
937 安田（株） 岐阜県岐阜市鶴田町３ー２４ 本店長 竹中　利幸
939 （株）磯村　名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区藤江町三丁目１６３番地 所長 河井　克至
941 みらい建設工業（株）中部支店 愛知県名古屋市中川区月島町６番１号 執行役員支店長 久木田　篤士
943 （株）三洋組 岐阜県岐阜市正木６３３番地 代表取締役 久保　正志
944 朝日電気工業（株） 愛知県名古屋市中村区本陣通４ー４８ 代表取締役 恒川　賢太
946 （株）山中工務店 岐阜県大垣市南高橋町３‐１０２ 代表取締役 山中　茂樹
948 （株）能工 岐阜県本巣市根尾能郷８１ー１ 代表取締役 住井　勝彦
950 名菱電子（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市八ツ寺町１丁目９番地 支店長 中垣　潤也

951 日東河川工業（株）東海営業所
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

所長 本多　利光

953 内田工業（株） 愛知県名古屋市中川区好本町３ー６７ 代表取締役 内田　裕郎
954 大島造園土木（株） 愛知県名古屋市中区栄一丁目１０番３４号 代表取締役 大島　健資
956 松村工業（株） 岐阜県岐阜市薮田東１丁目６番５号 代表取締役 松村　公夫

961 （株）日さく　西日本支社
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

執行役員支社長 坂本　博之

965 （株）日本フォトサイエンス 東京都八王子市散田町５丁目８番３号 代表取締役 トーマ・キヨミツ・ケヴィン
974 （株）エステム 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２丁目１９番地の１ 代表取締役 塩﨑　敦子
976 小野電産業（株） 岐阜県大垣市築捨町４丁目３８番地の３ 代表取締役社長 小野　史宏
978 吉川建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄一丁目２９番１９号ヤスイビル５階 上席執行役員支店長 長谷川　清志
983 （株）山佐組 岐阜県関市小瀬１１１８番地４ 代表取締役 久保　加奈子
985 ＮＥＣフィールディング（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市宇佐南三丁目４番７号 岐阜支店長 尾川　正志
986 （有）清水工務店 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪１２５ー２ 代表取締役 清水　博
988 （株）中日本ペイント 岐阜県岐阜市鏡島南３ー２ー６４ 代表取締役 小木曽　彰次
989 （株）ジー・エッチ・エス 岐阜県岐阜市鏡島南３ー２ー６１ 代表取締役 小木曽　彰次
992 野里電気工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市天白区野並１丁目１１５番 執行役員支店長 若杉　武人
993 （株）ヤマユウ　関店 岐阜県関市小屋名７８３ー１ 関店長 亀山　豊和
994 （株）ハマダ　名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区鈍池町３ー１３８ 所長 尾上　健
995 （株）末永製作所 岐阜県揖斐郡揖斐川町房島１８２２ー３ 代表取締役 末永　治生
998 教育産業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市市橋５ー４ー１８ 所長 市川　勝也
999 （株）土本建設 岐阜県岐阜市松風町１ー８ 代表取締役 土本　俊行

1000 五十嵐工業（株） 岐阜県中津川市茄子川２０７７ー８ 代表取締役 五十嵐　英二
1001 青野スポーツ施設（株） 大阪府守口市文園町５ー１９ 代表取締役 青野　幸三
1005 （株）松岡電気商会 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪３６９ー６ 代表取締役 松岡　正也
1007 丸昭電機（株） 岐阜県本巣市下真桑７７６ー３ 代表取締役 奥村　祐介
1014 （株）ホクエー電工 岐阜県大垣市新田町４ー２６ 代表取締役 北倉　晃
1017 （有）瑞穂グリーン 岐阜県瑞穂市十八条７５１番地１ 代表取締役 髙井　克行
1019 サンセイ（株） 大阪府大阪市淀川区西宮原１ー６ー２ 代表取締役 小嶋　敦
1021 （株）髙田組 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水１５７ー１ 代表取締役 榎本　卓朗
1023 フジテック（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２丁目２番２号 支店長 笠井　宏真
1030 （株）カナデン　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南１ー１９ー１ 執行役員支店長 﨑山　秀

1031 日信防災（株）名古屋支店
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４１階

支店長 金田　巌

1032 （株）鈴木塗装工務店　名古屋支店 愛知県名古屋市南区明円町６０番地 支店長 松村　辰雄
1034 古河電池（株）中部支社 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４ 支社長 尾畠　二郎
1036 （株）愛岐通信 岐阜県本巣郡北方町芝原中町４ー２９ー５ 代表取締役 中森　昌之
1037 岩間造園（株） 愛知県名古屋市瑞穂区中山町６ー３ー２ 代表取締役 岩間　紀久裕
1038 （株）荏原電産　中部支店 愛知県名古屋市西区菊井二丁目２２番７号 支店長 川口　次男
1041 （株）日本メカトロニクス 愛知県名古屋市中川区八熊２ー１ー１１ 代表取締役 北村　博人
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1042 極東サービス（株）大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町５ー９ー１ 所長 桑村　貴裕
1043 （株）ミゾタ　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内２ー１４ー２０ザ・スクエア４階Ｓ室 支店長 林　昌浩
1044 （株）三進ろ過工業 愛知県名古屋市中村区亀島２ー２２ー２ 代表取締役 柳下　幸一
1045 美津濃（株） 大阪府大阪市住之江区南港北１ー１２ー３５ 代表取締役社長 水野　明人
1047 加藤建設（株） 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神１１５８ー１ 代表取締役 森　晃廣
1049 （株）大西組 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良１０１４ー１ 代表取締役 佐藤　玄太
1051 （株）伊藤工務店 岐阜県海津市海津町馬目４０４番地３ 代表取締役 伊藤　貴夫
1052 （株）大洞工務店 岐阜県岐阜市萱場南１丁目５番１８号 代表取締役 大洞　實
1053 （株）Ｇｙｔ 岐阜県岐阜市茜部菱野２ー４２ー１ 代表取締役 堀江　大典
1055 芦森エンジニアリング（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区那古野１丁目３８番１号 名古屋営業所長 森川　勉
1056 コスモ工機（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄二丁目４番１８号 支店長 島田　太陽
1057 中京実業（株） 岐阜県本巣市三橋３９２ー１ 代表取締役 堀　和宏
1058 澤崎建設（株） 岐阜県郡上市白鳥町中西８１９ー１ 代表取締役 澤崎　正生
1060 内藤電機（株） 岐阜県岐阜市都通２丁目１６番地 代表取締役 内藤　繁廣
1062 （株）ノバック　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦３丁目５番２７号 支店長 内匠　光男
1065 大和機工（株） 愛知県大府市梶田町１ー１７１ 代表取締役 小森谷　尚久
1066 和泉土建（株） 岐阜県岐阜市加納黒木町２ー２４ 代表取締役 堀　哲也
1069 田中社寺（株） 岐阜県岐阜市加納東丸町２ー２０ 代表取締役 田中　敬二
1071 三協工業（株）名古屋営業所 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 所長 福岡　邦昭
1072 （有）Ｇ・プラン 岐阜県岐阜市六条片田一丁目２９番１２号 代表取締役 石榑　隆浩
1073 （株）イズミ通信 岐阜県岐阜市菅生６丁目９番１７号 代表取締役 小泉　宣昭
1077 神野産業（株） 岐阜県海津市海津町草場１０２ 代表取締役 神野　広美
1080 （株）河村綜建 岐阜県揖斐郡池田町田畑６９９ー３ 代表取締役 河村　義明
1081 （株）水機テクノス　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄２丁目２番１７号 支店長 山田　哲由
1082 シンク・エンジニアリング（株） 東京都目黒区自由が丘３ー１６ー１５ 代表取締役 岡村　勝也
1086 ナブコドア（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市柳森町２ー９ 所長 上川　裕充
1087 神稲建設（株） 長野県飯田市主税町１８ 代表取締役 福澤　栄夫

1088 荏原実業（株）中部営業所
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

所長 上野　長和

1092 （株）中電工　名古屋支社 愛知県名古屋市昭和区鶴舞３丁目２２番８号 支社長 山本　秀幸
1093 松井建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄五丁目２８番１２名古屋若宮ビル 執行役員支店長 野村　守宏
1095 三菱プレシジョン（株）中部支社 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２１番３１号 支社長 更田　周司
1097 （株）ビルカン 岐阜県岐阜市下奈良３丁目６番６号 代表取締役 近本　仁
1098 東島工業（株） 岐阜県本巣郡北方町高屋条里２ー９３ 代表取締役 東島　信也
1099 ひだ緑化土木（株） 岐阜県高山市岡本町２丁目２０６番地４ 代表取締役 米田　篤司
1100 青葉工業（株）岐阜営業所 岐阜県可児市塩１１４１ー１ 所長 東條　正明
1101 日本電技（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区伊勢山二丁目１１番３３号 取締役支店長 山本　育之
1103 香山建設（有） 岐阜県瑞穂市別府１６１８番地５ 代表取締役 香山　徳奉
1104 （株）ＡＫメンテナンス 岐阜県岐阜市細畑２ー５ー１０ 代表取締役 木下　敦之
1108 （株）ホクコク地水 石川県金沢市御影町２５ー１ 代表取締役 尾蔵　丈房
1109 小松電機産業（株） 島根県松江市乃木福富町７３５ー１８８ 代表取締役 小松　昭夫
1112 （株）シーエスイー 愛知県あま市甚目寺山之浦１１９番地３ 代表取締役 加悦　保之
1113 新明和アクアテクサービス（株）中部センター 愛知県小牧市外堀３ー１９３ 所長 鷲野　滋一
1114 （株）久保田 岐阜県揖斐郡池田町片山１１４６番地の４ 代表取締役 河瀬　真治
1117 東海公営事業（株） 岐阜県岐阜市六条大溝４丁目１３番６号 代表取締役 田中　剛
1118 木地光設備（有） 岐阜県岐阜市日野西１丁目５番１号 代表取締役 木地光　崇量
1119 セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住２ー４ー３ 代表取締役社長 萩原　健二
1120 （株）ミズプラ 愛知県春日井市味美白山町１ー１０ー１６ 代表取締役 柴田　考
1121 （株）加地工務店 岐阜県中津川市付知町６０５４ 代表取締役 加地　宣彦
1122 （株）岐北冷機 岐阜県岐阜市岩崎９９９ 代表取締役 林　勝美
1123 （株）ミナミエレック 岐阜県岐阜市上芥見５２８ 代表取締役 小林　繁勝
1124 （株）イソカワ 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪３４９番地２ 代表取締役 磯川　賢二
1125 吉田建設（株） 岐阜県可児市今渡１８５２ 代表取締役 竹上　亀代司
1126 （株）近藤工務店 岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ 代表取締役 吉村　嘉隆
1127 村瀬工業（株） 岐阜県岐阜市諏訪山１丁目１番２２号 代表取締役 村瀬　圭三
1128 （株）アルプスサイン 岐阜県飛騨市神岡町船津２０９１ 代表取締役 亀谷　豊
1129 （株）新晃 岐阜県不破郡垂井町宮代２２５３ー１ 代表取締役 北川　潤
1130 カシモ機械（株） 岐阜県中津川市加子母２３０１ 代表取締役 熊谷　安成
1131 所産業（株） 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田１８２１ー３ 代表取締役 春日　将志
1132 安保建設（株） 岐阜県中津川市福岡１０８１ー１２ 代表取締役 水野　鎌夫
1133 吉田工機（株） 愛知県名古屋市港区新茶屋５丁目３０１１番地 代表取締役 吉田　達已
1134 （株）原田鑿井設備工業所　名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵１ー１４ー１３ 名古屋営業所長 原田　美代
1135 矢木コーポレーション（株） 長野県長野市真島町川合２０３６ 代表取締役 矢木　健一
1136 東海オートドアー（株） 岐阜県岐阜市茜部菱野１丁目４８番地 代表取締役 東山　佳広
1137 岐阜北建設（株） 岐阜県岐阜市茂地２１４ 代表取締役 森　惇郎
1138 揖斐土木建築工業（株） 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪４３８ー４ 代表取締役 久保田　秀次
1139 （株）高電 岐阜県多治見市宝町３ー３０ー２ 代表取締役 中島　織衣
1140 （同）東濃ひのきの家 岐阜県中津川市加子母２３０１ 代表理事 中島　紀于
1142 アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番１０号 代表取締役 前田　幸治
1144 ギフコンストラクション（有） 岐阜県岐阜市三田洞８８３ー５ 代表取締役 林　俊通
1145 桂川電工（株） 岐阜県下呂市萩原町上村７８８ー１ 代表取締役 桂川　卓也
1146 東和スポーツ施設（株） 京都府京都市左京区北白川下池田町７９番地１ 代表取締役 川谷　真輝
1147 （株）上田新工業 三重県四日市市河原田町１６２０番地１ 代表取締役 上田　重幸
1148 名古屋黒板（株） 愛知県名古屋市北区田幡２ー１４ー８ 代表取締役 田中　康裕
1149 岩田地崎建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１丁目１８番２４号 支店長 三輪　晃司
1150 （株）三竹電工 岐阜県岐阜市八代３丁目４番２号 代表取締役 野田　政博
1151 （株）中田電気工事 岐阜県高山市岡本町２ー１７２ー３ 代表取締役 中田　学
1152 飯田鉄工（株）静岡営業所 静岡県静岡市駿河区緑が丘町１番１５ー１２号 営業所長 長沼　輝人
1153 （株）日立産機システム　中部支社 愛知県名古屋市熱田区桜田町１６番１７号 支社長 森本　康
1154 （株）西澤工務店 滋賀県彦根市鳥居本町１９８０番地の２ 代表取締役 西澤　政男
1155 付知土建（株） 岐阜県中津川市付知町５０６８ー３ 代表取締役 三尾　秀和
1156 （株）日立プラントメカニクス　中部支店 愛知県名古屋市中区金山１ー１２ー１４ 支店長 西脇　伸彦
1157 三菱化工機（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵３丁目１８番１７号 所長 山崎　雅彦
1161 （株）岩倉工務店 岐阜県羽島郡笠松町米野字西起７６ 代表取締役 岩倉　正則
1162 （株）ＩＨＩインフラ建設　中部支店 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１６番４号 支店長 牧野　俊也
1163 沢田建設（株） 岐阜県大野郡白川村大字鳩谷２７３ 代表取締役 沢田　政秀
1164 日本リフト工業（株） 愛知県名古屋市昭和区福江３丁目４番２８号 代表取締役 金森　伸夫
1166 （株）テクノス 岐阜県安八郡安八町南條７４２ー１ 代表取締役 鍔田　剛年
1167 （株）フューチャーイン 愛知県名古屋市千種区内山２丁目６番２２号 代表取締役社長 渡邉　英治
1168 東濃建物管理（株） 岐阜県可児市広見２ー５７ 代表取締役 前田　裕三
1170 アース・クリエイト（有） 岐阜県岐阜市六条北４ー１０ー１９ 代表取締役 岩田　良
1171 アンシンク（株） 岐阜県岐阜市須賀３丁目１番２２号 代表取締役 林　雅浩
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1172 （株）池田製畳 岐阜県岐阜市中鶉２ー１６ー１ 代表取締役 山本　昇治
1173 （株）エフワンエヌ　中部支店 愛知県一宮市浅野字馬東２９ 支店長 伊場　淳子
1174 （有）大野電気工事 岐阜県美濃加茂市太田町４２２３ 代表取締役 大野　正博
1175 北嶋工業（株） 愛知県名古屋市中区千代田５ー１６ー５ 代表取締役 中﨑　尚
1176 三栄電気通信工事（株） 岐阜県岐阜市西改田上の町４９番地１ 代表取締役 西垣　康紀
1178 パナソニック産機システムズ（株）中部支店 愛知県名古屋市中区丸の内１ー１７ー１９ 支店長 出口　雅典
1179 （株）ソトムラ　名古屋営業所 愛知県名古屋市昭和区吹上町２丁目１０番地２ 所長 寺井　裕一
1180 中部化工建設（株） 愛知県名古屋市熱田区西野町２ー７０　３Ｆ 代表取締役 大塚　秀幸
1181 （株）光 愛知県名古屋市港区砂美町１６５ 代表取締役 伊藤　博行
1182 エナジーシステムサービスジャパン（株）中部営業所 愛知県名古屋市西区八筋町４６ 所長 鈴木　隆浩
1183 （株）前田グリーンサービスエンジニア 愛知県丹羽郡大口町大御堂１ー１９０ 代表取締役 山岡　勇
1185 イナザワ防災（株） 愛知県稲沢市池部町２ー８３ 代表取締役 永井　俊之
1186 （株）ウォーターテック　名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦３丁目７番９号 所長 西川　祐
1187 近畿工業（株） 兵庫県三木市別所町巴２０ 代表取締役社長 和田　知樹
1188 キングラン中部（株） 岐阜県羽島市上中町長間２４８５ 代表取締役 林　哲也
1189 （株）荒新機工　一宮営業所 愛知県一宮市小赤見字清水４ー１ 一宮営業所長 新谷　輝子
1190 コトブキシーティング（株）名古屋支店 愛知県名古屋市千種区桜が丘２９５第８オオタビル５階 支店長 葛西　聡
1191 三精工事サービス（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区二瀬町１６１ 専務取締役名古屋支店 高岡　岳史
1192 （株）新栄重機 愛知県小牧市常普請１ー１２７ 代表取締役 今村　政宏
1193 高田機工（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦３丁目７番９号 所長 濱西　康浩
1194 トライアン（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中区松原２丁目２番３３号桐美ビル６Ｆ　Ｅ号 所長 岡澤　太郎

1196 奥村組土木興業（株）名古屋支店
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

支店長 村上　貞行

1197 （株）三和木 岐阜県可児市広見１５５９ー１ 代表取締役 安江　輝人
1198 日本体育施設（株）　中部営業所 愛知県名古屋市昭和区御器所通１丁目１８新翠明ビル 所長 米持　雄治
1199 グリーンワークス（株） 岐阜県大垣市和合本町１ー３６４ 代表取締役 安田　忠邦
1200 （有）神明電気 岐阜県養老郡養老町押越１ー７４ 代表取締役 伊藤　進一
1201 新菱工業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄３ー１ー１ 支店長 奥原　武久
1202 二村板金工業（有） 岐阜県下呂市萩原町花池１４４ 代表取締役 二村　幸芳
1203 クマリフト（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市熱田区外土居町９ー１４ 所長 辻本　篤志
1204 （株）朝日機器エンジニアリング 愛知県名古屋市北区玄馬町１４９ 代表取締役 三浦　良友
1205 小原建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄３丁目３２番２０号 支店長 久野　文也
1206 （株）ティーブイエスネクスト 愛知県名古屋市中区上前津２ー１４ー１５ 代表取締役社長 川﨑　三千夫
1207 （株）城南工建 京都府城陽市中芦原２７ー１ 代表取締役 古瀬　善啓
1208 イシデンエンジニアリング（株） 岐阜県恵那市大井町２０８７番地の２２１ 代表取締役 三宅　正敏
1211 光進電気工業（株） 東京都目黒区自由が丘１丁目２０番１９号 代表取締役 木村　久年
1213 三徳（株） 岐阜県岐阜市江添２丁目９番１５号 代表取締役 徳永　篤
1214 （株）ＴＴＫ 愛知県名古屋市東区東桜２ー１５ー７ 代表取締役 藤田　義明
1215 （株）ダイヤエンジニアリング 岐阜県岐阜市下西郷１ー１７０ー１ 代表取締役 高栁　充
1216 （株）前川製作所 東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号 代表取締役　社長執行 前川　真
1217 三協電子工業（株） 岐阜県羽島郡岐南町伏屋５ー１５０ 代表取締役 太田　幸宏
1218 （株）ＳＥＩＷＡ　瑞穂支店 岐阜県瑞穂市別府３３０の１ 支店長 戸星　昭道
1219 （株）メカトロニクス 岐阜県飛騨市古川町宮城町５００番地の１ 代表取締役 駒　卓弥
1220 （株）柿本商会 石川県金沢市藤江南２丁目２８番地 代表取締役 柿本　自如
1223 山下技装（株） 岐阜県高山市千島町１０７４番地３ 代表取締役 山下　博之
1224 ＪＦＥテクノス（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 代表取締役 吉田　誠太郎
1226 丸島産業（株） 大阪府大阪市中央区谷町５ー３ー１７ 取締役社長 服部　勝哉
1227 横河ソリューションサービス（株）中部支社 愛知県名古屋市熱田区一番三丁目５番１９号 副支社長 浅野　和明
1228 小田鐵網（株）岐阜営業所 岐阜県羽島市福寿町浅平２丁目２８番地 所長 林　達也
1229 （株）かんでんエンジニアリング 大阪府大阪市北区中之島６ー２ー２７ 代表取締役社長 野田　正信
1230 梅田建設（株） 岐阜県山県市松尾３ー２５ 代表取締役社長 梅田　真臣
1231 （株）雅建設 岐阜県羽島市福寿町平方８丁目３ー１ 代表取締役 山本　孝
1232 電気興業（株）名古屋支店 愛知県名古屋市東区東桜一丁目４番１３号 支店長 前田　幸哉
1233 文化シヤッターサービス（株）岐阜サービスステーション 岐阜県岐阜市中鶉２ー９４ サービスステーション 脇田　哲也
1234 （有）泉緑化 岐阜県本巣市文殊１１５ー３７ 代表取締役 泉　大志
1235 兼新電機（株） 愛知県名古屋市中川区柳森町９０７ 代表取締役 伊東　勇夫
1236 近畿環境サービス（株） 大阪府大阪市西淀川区歌島２ー１ー１２ 代表取締役 望田　昭博
1237 英和（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵３ー１５ー３１ 所長 林　秀和
1238 小塩通信（株） 岐阜県岐阜市敷島町７ー３４ 代表取締役 小塩　渉
1239 テルウェル西日本（株）東海支店 愛知県名古屋市中区松原３ー２ー８ 東海支店長 苫名　明
1240 西武造園（株）西日本統括支店 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目１２番１５号 支店長 金児　維知郎
1242 宮地エンジニアリング（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦１ー２０ー１９ 所長 伊藤　浩之
1243 フルエング（株） 愛知県名古屋市中区栄５ー２４ー３３ 代表取締役 神戸　剛
1245 日新電通技研（株） 愛知県名古屋市中区栄３ー２５ー１６ 取締役社長 柴山　裕孝
1246 松岡産業（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南４ー１０ー１８ 代表取締役 松岡　和人
1247 （株）関元組 岐阜県関市東町４ー３ー８ 代表取締役 山田　元
1251 新日本ガス（株） 岐阜県岐阜市則武東３丁目１５番７号 代表取締役 髙井　孝訓
1252 大橋建設（株） 岐阜県大垣市南頬町１ー１４４ー１ 代表取締役 大橋　弘一
1254 （有）太田ペイント塗装 岐阜県可児市土田３６９９ー１ 代表取締役 高垣　守宏
1255 鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂１丁目５番３１号 代表取締役 新川　隆夫
1256 丸勝南谷建設（株） 岐阜県羽島市小熊町東小熊３３９３ー２ 代表取締役 南谷　義司
1257 （株）坪井塗工 岐阜県揖斐郡池田町本郷１５０３番地の１ 代表取締役 坪井　克弘
1259 （有）カワダ建設 岐阜県岐阜市村山１７５６ 代表取締役 河田　正光
1260 （株）清水合金製作所 滋賀県彦根市東沼波町９２８ 代表取締役 小田　仁志
1261 日本鉄塔工業（株） 福岡県北九州市若松区北浜一丁目７番１号 代表取締役社長 有田　陽一
1263 ユニオン（株） 岐阜県土岐市土岐津町土岐口１５８９番地の１ 代表取締役 廣畑　一馬
1265 （株）川島鉄工所 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 代表取締役 川島　義久
1266 （有）サインボードエー 岐阜県揖斐郡大野町大字中之元３８７ー１ 代表取締役 中谷　栄作
1267 日本理化工業（株） 愛知県名古屋市千種区千種３ー２０ー２０ 代表取締役 有松　浩二
1268 東芝通信インフラシステムズ（株）中部営業所 愛知県名古屋市西区名西２丁目３３番１０号 所長 辻本　数彦
1269 邦英商興（株） 愛知県名古屋市北区志賀町１ー１８ 代表取締役 裏川　直也
1270 ジョンソンコントロールズ（株）名古屋支店 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 支店長 岡田　昌之
1271 名古屋築炉工業（株） 愛知県名古屋市守山区小幡太田１０ー２８ 代表取締役 高橋　春生
1272 （株）エス・エル 大阪府大阪市福島区野田５丁目１７番２２号 代表取締役 岸本　進
1273 テクノネット（株） 愛知県名古屋市守山区青山台７１１ 代表取締役 石野田　賢次
1274 （株）ケイエヌメンテ　岐阜営業所 岐阜県各務原市鵜沼朝日町２丁目２９の２ 営業所長 小島　英人
1275 （株）浅乃設備 岐阜県岐阜市東改田字再勝６２番地１ 代表取締役 浅野　伸弘
1276 （株）環境アセスメント 岐阜県岐阜市北島４ー３ー７ 代表取締役 大塚　茂樹
1277 北菱電興（株） 石川県金沢市古府３丁目１２番地 取締役社長 小倉　一郎
1280 （株）岡部 富山県南砺市祖山３９ 代表取締役社長 岡部　竜一
1282 矢田工業（株） 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 代表取締役 成田　正樹
1284 （株）ムラヤマ 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 代表取締役 矢倉　俊彦
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1285 （株）シー・エス・ケエ 愛知県名古屋市中区門前町１番５１号 代表取締役 三由　徹
1286 （株）サンケン・エンジニアリング　大阪支店 大阪府吹田市芳野町２ー８ 支店長 中沢　秀記
1287 （株）ミライト　東海支店 愛知県名古屋市西区大金町五丁目６番地 執行役員支店長 武内　裕之
1288 常盤工業（株）中部支店 愛知県名古屋市天白区植田３ー１５０４ 支店長 原田　雅士
1289 （株）大雄 岐阜県各務原市鵜沼西町４‐６９ 代表取締役 阿部　嘉澄
1290 住友重機械精機販売（株）中部サービス営業グループ 愛知県大府市大東町２ー９７ー１ グループリーダー 田畑　耕一
1292 （株）ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９番地２ 支社長 中島　直人
1293 （株）岐東建装 岐阜県岐阜市芥見長山２―１０８ 代表取締役 松田　弘樹
1294 （株）尾関製作所 岐阜県岐阜市徹明通５丁目４番地 代表取締役 尾関　恵一
1295 （株）中村工業 愛知県一宮市時之島字吹上２３番地２ 代表取締役 中村　武弘
1296 （株）岩﨑工業 岐阜県岐阜市光樹町３０ー３ 代表取締役 岩﨑　明
1297 表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２番１１号 代表取締役 上田　正剛
1298 愛知システムサービス（株） 愛知県一宮市開明字東沼１３ー３ 代表取締役 安藤　哲夫
1299 宇野重工（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区名駅４ー２５ー１７ 所長 澤田　成寿
1300 （有）山口建設 岐阜県大垣市上石津町牧田６８６‐１ 代表取締役 山口　尚晃
1301 （株）本陣 愛知県名古屋市東区矢田南３丁目１３番７号 代表取締役 梅岡　美喜男
1303 （株）金剛組 大阪府大阪市天王寺区四天王寺１ー１４ー２９ 代表取締役社長 多田　俊彦
1304 日本クリーナーサービス（株） 愛知県名古屋市中村区猪之越町１ー１ー１０ 代表取締役 林　克実
1305 （株）橋本 岐阜県岐阜市徹明通５ー１５ー２ 代表取締役 橋本　賢一郎
1306 アマナエレン（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄１丁目１０番３２号愛織会館５階 取締役名古屋支店長 乾　正樹
1308 （株）服部組 愛知県名古屋市熱田区南一番町２０ー３ 取締役社長 服部　善弘
1309 （株）三和サービス 岐阜県岐阜市西鶉１ー５２ 代表取締役 林　正和
1311 （株）ＳＫＩＬＬ．Ｋ 岐阜県羽島郡岐南町徳田１丁目１９番地の２ 代表取締役 山内　潤治
1312 増田工業（株） 東京都江東区大島１ー２３ー１４ 代表取締役 鈴木　正道
1313 （株）洞口 岐阜県飛騨市古川町高野１４１ー２ 代表取締役 洞口　修一
1314 （株）デック　名古屋営業所 愛知県名古屋市熱田区六番２ー１ー８フィオラ８６ビル２階北 所長 山田　浩也
1315 （株）日立プラントサービス　中部支店 愛知県名古屋市中区栄三丁目１７番１５号 支店長 森倉　聡
1316 シーシーエヌ（株） 岐阜県岐阜市須賀１丁目２ー１６ 代表取締役 都島　國雄
1317 白木建設（株） 岐阜県本巣市政田若宮４４６ 代表取締役 白木　裕輔
1319 太洋基礎工業（株）名古屋支店岐阜営業所 岐阜県岐阜市六条北４ー８ー１０今尾ビル１階１０１ 所長 杦岡　利治
1320 （株）森川鑿泉工業所　東京支店 東京都中野区東中野１ー１４ー２８ー２０１ 支店長 矢吹　綾
1321 （有）明装 岐阜県関市稲口２５３ー５ 代表取締役 樋口　忠明
1323 名古屋通信工業（株） 愛知県名古屋市中村区太閤１ー２ー１３ 代表取締役 清水　源治
1324 （株）シンコーワ　岐阜営業所 岐阜県関市倉知３２５３ー２ 所長 矢田　義将
1328 （株）尾張クリーンパイプ 愛知県小牧市間々原新田１０５３ 代表取締役 坂本　泰之
1329 オギケン（株） 岐阜県本巣郡北方町芝原東町５丁目１０番地 代表取締役 小木曽　慎一
1330 ジャトー（株）中部営業所 愛知県名古屋市西区名駅３丁目６番２０号 所長 中村　宏貴
1331 （株）日立システムズ　中部支社 愛知県名古屋市中区栄一丁目２４番１５号 支社長 蜂谷　孝一
1332 （株）守谷商会　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２ー１５ー１５ 取締役常務執行役員支 伊藤　由郁紀
1333 明電ファシリティサービス（株）中部営業所 愛知県清須市西枇杷島町一反五畝割４９６ー１ 所長 重永　英夫
1334 積水化学工業（株）環境・ライフラインカンパニー中部支 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 支店長 田野岡　篤
1335 アシタバ（株） 岐阜県大垣市波須１ー４４０ー１ 代表取締役 髙田　晶
1336 日本橋梁（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中区栄２丁目３番６号 所長 鹿島　龍太郎
1337 （有）東栄企工 岐阜県関市倉知３２４２番地の１ 代表取締役 瀬戸口　裕是
1338 （株）岡田工務店 岐阜県瑞穂市森８６番地１ 代表取締役 岡田　昌也
1339 ユタカインテグレーション（株） 大阪府大阪市城東区古市１丁目４番２３号 代表取締役 大谷　明広
1340 アイケイサービス（株） 岐阜県大垣市万石２丁目３１番地 代表取締役 井上　豊秋
1341 富士工業（株） 東京都板橋区若木一丁目２６番１３号 代表取締役 大沢　創一
1342 （有）大野塗装 岐阜県各務原市鵜沼川崎町１‐９０ 代表取締役 大野　雅司
1343 東興産業（株）兵庫営業所 兵庫県三木市別所町東這田７２１ー２９０ 所長 樫谷　義信
1344 安田工業（株） 岐阜県揖斐郡池田町藤代２９５番地 代表取締役 安田　哲哉
1345 （株）アイギス 愛知県小牧市西島町１０６番地 代表取締役 奥村　政一
1348 （株）吉田工務店 岐阜県大垣市赤坂町３２２５ー１ 代表取締役 吉田　希睦
1349 （株）明電エンジニアリング　中部支社 愛知県清須市西枇杷島町一反五畝割４９６ー１ 支社長 原　正紀
1350 日鋼建設（株） 岐阜県各務原市那加桐野町３ー２１ー２ 代表取締役 笠井　真司
1351 （株）ワイエス・コーポレーション 岐阜県岐阜市茜部新所３丁目７３番地 代表取締役 中尾　正邦
1353 金剛（株）名古屋支店 愛知県名古屋市守山区廿軒家１５ー２３ 支店長 堂脇　哲也

1354 （株）ナガワ　名古屋支店
愛知県名古屋市中区錦三丁目４番地６号桜通大津第一ビル
ディング１１階

支店長 藤井　章

1355 （株）林電機商会 岐阜県多治見市京町１ー１３４ 代表取締役 林　浩司
1357 （株）大島組 愛知県名古屋市北区柳原４丁目２ー１ 代表取締役 大島　良三
1358 日本ファイリング（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南２ー１４ー１９ 支店長 澤見　年泰
1359 名東電気工事（株） 愛知県名古屋市昭和区広路通３丁目７番地の２ 代表取締役社長 谷田　大和
1361 （株）あくだテック 岐阜県郡上市八幡町稲成１０４５ 代表取締役 渡邉　圭介
1362 丸武産業（有） 岐阜県瑞穂市野田新田４１４９番地１９ 代表取締役 堀　隆男
1363 （株）有電社　中部支店 愛知県名古屋市中区錦３ー２５ー１１ 支店長 山根　聖司
1364 前田建設工業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市住ノ江町１丁目１５番地 所長 伊藤　彰浩
1365 （株）アイチケン 愛知県江南市力長町大当寺１２８番地 代表取締役 岩尾　健一
1368 大栄環境（株） 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２ー２ー４ 代表取締役 金子　文雄
1369 オリエントハウス（株）名古屋支店 愛知県名古屋市西区城西４丁目２２番８号 支店長 平田　範滿
1371 （株）オーテック　環境システム事業部岐阜営業所 岐阜県岐阜市蕪城町５ 所長 菊本　智宏
1372 （株）エレックス極東 愛知県名古屋市天白区島田三丁目６０８番地の１ 代表取締役 三宅　正貢
1376 玉井土木（株） 岐阜県山県市伊佐美３２４ー１ 代表取締役 玉井　三仲
1377 （株）大村建設 岐阜県岐阜市岩崎８０６ー３ 代表取締役 大村　順
1378 （株）アセント 東京都港区芝浦４ー１６ー２３ 代表取締役 木越　健二
1379 （株）博電舎 大阪府大阪市福島区海老江８ー９ー９ 代表取締役 谷井　一博
1380 松栄電子工業（株） 愛知県名古屋市西区大金町１ー３２ 代表取締役 平松　義朗
1381 （株）日本サーモエナー　中部支社 愛知県名古屋市西区上小田井１丁目３３３番地 支社長 末廣　学
1383 山本建設（株） 岐阜県岐阜市早田東町６ー５５ 代表取締役 山本　武彦
1385 （株）麦島建設 愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目１９番１０号 代表取締役 麦島　悦司
1386 （有）本荘塗装 岐阜県山県市洞田５９０ー３ 取締役社長 大野　敦司
1388 （株）浅川設備 岐阜県羽島市小熊町外粟野２ー５３ 代表取締役 浅川　史夫
1389 日本ハイウエイ・サービス（株）岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町徳田西４‐８２ 所長 長屋　英明
1390 （株）横河ブリッジ　名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目４５番７号 所長 黒田　正機
1391 ゼット工業（株） 愛知県名古屋市守山区新守山３４１２ 代表取締役 山内　滋子
1392 （有）松田組 岐阜県本巣市根尾板所１７３番地１ 代表取締役 佐藤　定美
1393 天龍建設（株） 岐阜県各務原市蘇原興亜町１ー２ 代表取締役 八木　重喜
1394 中日本技建（株） 岐阜県岐阜市水海道２ー５ー１８ 代表取締役 平光　芳治
1395 日本ジッコウ（株） 兵庫県神戸市西区南別府１ー１４ー６ 代表取締役 佐藤　武司
1396 ＮＥＳ（株） 富山県富山市五福末広町１０３３ 代表取締役 成川　和彦
1397 （株）トクデン 岐阜県大垣市新田町５ー１３ー２ 代表取締役 上田　宗輝
1398 （株）大前工務店 岐阜県高山市山田町１１６１ー１５ 代表取締役 大前　克秀
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1400 東栄フェンス機鋼商会 岐阜県岐阜市九重町２丁目９番地 事業主 吉村　勝利
1402 （株）水野組 愛知県常滑市金山字大屋敷１５ー２ 代表取締役 三輪　一馬
1403 （株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１２番１９号 代表取締役 菊本　一高
1404 東３冷凍機（株） 愛知県名古屋市中村区亀島二丁目１２番地１２号 代表取締役 小松　生忠
1405 （株）ハシマシート工業 岐阜県羽島市正木町不破一色２２８ー２ 代表取締役 篠田　剛史
1407 奥村設備 岐阜県各務原市蘇原村雨町１丁目３３の２ 個人事業主 奥村　富男
1408 （株）日本管財環境サービス　東京支店 東京都千代田区神田東松下町２７番地 支店長 海老原　晃治
1409 山村築炉工業（株） 大阪府大阪市浪速区塩草３丁目５番５号 代表取締役 山村　直之
1411 （株）森組　大阪本店 大阪府大阪市中央区道修町４丁目５番１７号Ｍ＆Ｍビル４階 常務執行役員本店長 石井　勝則
1412 白光石油（株） 岐阜県岐阜市入舟町５ー５ 代表取締役 橋枝　武史
1413 ミツハラ防水（有） 岐阜県瑞浪市土岐町９８６ー９５ 代表取締役 三津原　由久
1415 大辰工業（株）本店営業所 岐阜県大垣市長沢町１ー８７２ 本店営業所長 長崎　義典
1417 山城土木（株） 愛知県名古屋市緑区浦里３ー３９ 代表取締役 松山　茂浩
1419 ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平１ー７０ー２ 代表取締役 深澤　重幸
1420 （株）古橋組 岐阜県高山市松之木町１５４１番地２ 代表取締役 古橋　慎也
1421 （株）ワイズ 岐阜県大垣市外渕１ー８７ー１ 代表取締役 吉田　浩二
1422 丸栄コンクリート工業（株）岐阜支店 岐阜県羽島市福寿町間島１５１８番地 支店長 福原　徹
1423 東菱電子（株） 愛知県名古屋市中区松原１ー１４ー６ 代表取締役 篭橋　美久
1424 （株）中田エンジン　浜松工場 静岡県浜松市中区高丘西２ー１ー１６ 浜松工場長 臼井　敏郎
1425 （株）池田産業　本店 岐阜県多治見市赤坂町６ー２ー９８ 本店長取締役 岩村　幸正
1426 池田電気（株） 京都府宮津市字滝馬７０５ 代表取締役 池田　憲治
1427 （株）Ｊトラフィック 岐阜県岐阜市又丸町畑２６番地１ 代表取締役 若原　淳
1428 （株）伴電気商会 岐阜県岐阜市加納鷹匠町３８番地 代表取締役 伴　幸洋
1429 中立電機（株） 愛知県豊明市新田町南山９２ー１ 代表取締役 加藤　徳弘
1430 （有）大幸興業 岐阜県岐阜市長森本町２ー１３ー１０ 代表取締役 大中　幸彦
1431 名鉄環境造園（株） 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町２番１５号 代表取締役 九十九　洋一
1432 サンケン電気（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目４番１０号名古屋クロス 名古屋営業所長 中村　年宏
1433 文化シヤッター（株）大垣営業所 岐阜県大垣市赤坂町１９８２ー１ 所長 松久　和裕
1435 岐阜ＮＤＳ（株） 岐阜県岐阜市菅生６丁目３ー１１ 代表取締役 平野　靖尚
1436 栃井建設工業（株） 岐阜県岐阜市河渡３ー１３８ 代表取締役 渡邊　浩
1437 東芝インフラシステムズ（株）中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅１ー１ー３ 統括責任者 横田　昭
1438 東京計器（株） 東京都大田区南蒲田２丁目１６番４６号 取締役社長 安藤　毅
1439 （株）アスア 岐阜県岐阜市長良１３２ー１ー７０２ 代表取締役 住田　彩
1440 エコテック（株） 愛知県名古屋市東区葵三丁目１５番３１号千種第３ビル２階 代表取締役 掛水　法美
1441 シチズンＴＩＣ（株）　名古屋支店 愛知県名古屋市北区下飯田町４ー２６ー２ 支店長 平山　智彦
1442 （株）山口工務店 岐阜県美濃市1335 代表取締役 山口　勝久
1443 日本ドライケミカル（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄１ー１６ー６ 支店長 紀伊　通陽
1444 （株）高坂工業　岐阜営業所 岐阜県岐阜市岩栄町２丁目１４の５ 代表取締役 松本　修藏
1445 （株）サンテック 岐阜県関市洞戸市場３０７ー５ 代表取締役 久保　正和
1446 瀬古水道（株） 岐阜県岐阜市吾妻町２丁目５番地 代表取締役 瀬古　大司
1448 （株）日天 岐阜県岐阜市旦島中町１ー３９ー１ 代表取締役 天川　和洋
1449 （株）光来組 岐阜県瑞穂市田之上８２９ー１ 代表取締役 浅野　裕介
1450 （株）ミライト・テクノロジーズ　名古屋支店 愛知県名古屋市北区清水一丁目１９番３号 支店長 野呂　昌人
1451 足立建設（株） 愛知県名古屋市昭和区駒方町４丁目２４番地 代表取締役 足立　真也
1452 （株）シミズ・ビルライフケア　東海支社 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目１８番２５号 支社長 上田　隆章
1453 （株）拓和　名古屋支店 愛知県名古屋市西区那古野１ー１４ー１８ 支店長 加藤　泰治
1454 三菱重工冷熱（株）大和事業所 神奈川県大和市中央林間七丁目８番１号 エンジニアリング事業 髭分　美次
1456 （株）守谷商会　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄三丁目１番１号 支店長 稲葉　剛
1457 （株）三光工務店 岐阜県郡上市白鳥町二日町１０１１ー５ 代表取締役 籠原　勲
1458 サン・インターナショナル（株） 三重県四日市市朝日町１ー４ 代表取締役 山手　大嗣
1460 舘林建設（株） 岐阜県土岐市土岐津町土岐口１９５６ 代表取締役 舘林　慶二
1461 （株）リュウセイ 岐阜県安八郡安八町森部２４１６ー１ 代表取締役 渡辺　康司
1462 （株）大坪通信設備 岐阜県中津川市駒場１６６０ー１４３ 代表取締役 大坪　達也
1463 （株）丸杉 岐阜県岐阜市金町８ー１　フロンティア丸杉ビル 代表取締役 杉山　忠国
1464 （株）ユニホー 愛知県名古屋市名東区一社３ー７ 代表取締役 丹羽　紀人
1465 三ツ村軌道（有） 岐阜県瑞穂市十九条３７２ー１ 代表取締役 三ツ村　城
1466 （株）中屋 岐阜県安八郡神戸町大字神戸４５１ 代表取締役 中村　光治
1467 （株）丸亀工務 岐阜県可児市下切３３１６ー２ 代表取締役 古藤　義之
1469 東亜グラウト工業（株）中部支店 愛知県名古屋市天白区笹原町５０８番地 支店長 大矢　憲
1470 虹技（株） 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４丁目１ 代表取締役 山本　幹雄
1471 東邦電気工業（株）中部支店 愛知県名古屋市中川区好本町３丁目１０番 支店長 濱田　祐司
1472 （株）タツノ　中部支店 愛知県名古屋市東区矢田三丁目２番２５号 支店長 竹村　徳憲
1473 三晃工業（株） 大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１５番２６号 代表取締役 山梶　章
1474 （有）共和舞台設備 愛知県大府市梶田町一丁目８９番地の１ 代表取締役 山田　恭裕
1475 （有）洗管興業 岐阜県大垣市綾野五丁目４１番地 代表取締役 山川　勝博
1476 小澤興業（株） 岐阜県関市塔ノ洞１３３９ー２ 代表取締役 小澤　徹
1477 （株）サンセルフ 愛知県豊田市美里１ー１４ー９ 代表取締役 富田　和敬
1478 水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区港南一丁目７番１８号 代表取締役社長 池口　学
1479 （株）松原建築商事 岐阜県岐阜市北一色７ー２６ー２５ 代表取締役 松原　光信
1480 中部精機（株） 愛知県名古屋市瑞穂区新開町２４ー９９ 代表取締役 岡部　一彦
1481 （株）アキテック 岐阜県岐阜市茜部本郷１ー４３ー２ 代表取締役 鹿野　雅人
1482 （有）ムトウ建工　瑞穂支店 岐阜県瑞穂市本田字畑中前７３９番地１ 瑞穂支店長 日髙　進一
1483 三重重工業（株） 三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚３７１０番地 代表取締役 窪　道徳
1484 河口電機（株） 岐阜県岐阜市柳津町下佐波２ー９６ 代表取締役 河口　安男
1485 （株）悠司工業 岐阜県加茂郡坂祝町取組４９０ー１ 代表取締役 赤星　佑輔
1486 高砂炉材工業（株） 東京都中央区日本橋本町３ー２ー１３ 代表取締役 高橋　一彰
1487 （株）日立インダストリアルプロダクツ　中部支店 愛知県名古屋市中区栄三丁目１７番１２号 支店長 有瀧　智之
1488 茗芯通設（株） 岐阜県岐阜市領下７丁目３０番地 代表取締役 堀　千鶴
1489 （株）岡田製作所 群馬県館林市近藤町３１８番地の２ 代表取締役 鈴木　郁男
1490 鎌長製衡（株） 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６番地 代表取締役 鎌田　長明
1491 寺岡オート・ドアシステム（株）名古屋支店 愛知県名古屋市北区清水五丁目十番二号 支店長 吉田　司
1492 （株）立保 岐阜県加茂郡東白川村越原１３５１ 代表取締役 安江　将利
1494 （株）小林サービス 岐阜県不破郡垂井町１９２３ー１２ 代表取締役 小林　孝好
1495 （株）大菅工業 岐阜県岐阜市大菅北２１番２８号 代表取締役 白木　毅仁
1497 山岸建設（株） 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲大洞５３１ー２ 代表取締役 山岸　清典
1498 （株）吉工 滋賀県長浜市榎木町２０１１ 代表取締役 吉原　一真
1499 日本ガード（株） 岐阜県岐阜市茜部中島２丁目６６の６ 代表取締役 不破　欣昭
1500 アクア（株） 岐阜県揖斐郡池田町田畑９２番３ 代表取締役 田畑　明宏
1501 日本水機工（株） 岐阜県岐阜市六条江東２‐８‐８　エムステイト１０５ 代表取締役 綾城　光男
1503 （株）ＮＴＴフィールドテクノ東海支店 愛知県名古屋市中区大須　四丁目９番６０号 取締役東海支店長 小林　康雄
1504 （有）エイ・エス・ピー設備 岐阜県岐阜市加納神明町４丁目７番地１ 代表取締役 吉村　修
1505 （株）ワタミ 岐阜県安八郡安八町牧９０９ー１ 代表取締役 渡辺　重孝
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1506 （株）イビソク 岐阜県大垣市築捨町３ー１０２ 代表取締役 森　允
1507 日建工業（株） 岐阜県岐阜市今町四丁目２３番地 代表取締役社長 今治　一雄
1508 日本調理機（株）中部支店 愛知県名古屋市名東区野間町２５ー１ 支店長 島田　啓介
1509 （株）順建 岐阜県大垣市荒川町１７８ー１ 代表取締役 西尾　大輝
1510 丸伸興業（株） 岐阜県岐阜市城田寺１１４０ 代表取締役 林　貴康
1511 フルハウス（株） 岐阜県岐阜市菊地町５丁目２８番地 代表取締役 古澤　丈介
1512 中日電機工業（株） 愛知県名古屋市中川区富川町５ー２ー６ 代表取締役 加藤　高也
1513 （株）ノア　大垣支店 岐阜県大垣市新田町１ー９ー１リッツハイム１０３ 支店長 大野　誠太
1514 日本高圧コンクリート（株）ＰＣ事業部名古屋営業所 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目６番２７号 所長 谷　英樹
1515 （株）野間建設 三重県津市芸濃町林２３５ 代表取締役 畑佐　建介
1516 （株）成建 岐阜県揖斐郡池田町本郷３２５ー１ 代表取締役 遠藤　直人
1517 （株）丹青社 東京都港区港南１ー２ー７０ 代表取締役 高橋　貴志
1518 （株）前田産業　東京支店 東京都港区海岸２丁目６番３０号　ＭＳビル３階 支店長 前田　淳司
1519 クリモトパイプエンジニアリング（株） 大阪府大阪市住之江区泉２ー１ー６４ 代表取締役社長 原田　新
1520 （有）マッハエレキ 岐阜県岐阜市福光東３ー１８ー１２センハウスＡ棟２０２号室 取締役 松田　崇
1521 井戸建設（株） 岐阜県多治見市昭和町３２ー４ 代表取締役 井戸　徳明
1522 （株）泰東 富山県高岡市内免２丁目４番１号 代表取締役 前田　博一
1524 創和水建（株） 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字川田４番地１ 代表取締役 後藤　裕紀
1525 ＫＲＳ（株） 岐阜県土岐市泉町大富９１６番地の３３ 代表取締役 清野　光郷
1526 明翔工業（株） 岐阜県各務原市蘇原大島町１ー９７ー１ 代表取締役 清水　裕治
1527 ｎｅｗ　ｃｏｍｏｒｉ（株） 岐阜県本巣郡北方町高屋１０９８番地の１ 代表取締役 小森　隆司
1528 （株）テクオス 岐阜県岐阜市茜部神清寺２ー６ 代表取締役 式部　梨香
1529 （株）鍜治田工務店　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１丁目１０番２７号 取締役支店長 柏原　幸嗣
1530 （株）中山電工 岐阜県岐阜市宇佐東町２ー２２ 代表取締役 中山　清文
1531 （株）シンワ 岐阜県岐阜市石谷６１４ー５７ 代表取締役 高田　勝実
1532 （株）高橋建材 岐阜県岐阜市則武中２ー３ー２ 代表取締役 高橋　秀司
1533 安田建築（株） 岐阜県大垣市中野町３ー２４ー１ 代表取締役 安田　信行
1534 電子システム（株） 愛知県名古屋市昭和区御器所３ー２ー５ 代表取締役 田中　弘一郎
1535 共立コンピューターサービス（株） 岐阜県大垣市加賀野４ー１ー９ 取締役社長 服部　達也
1536 山田タイル（株） 岐阜県岐阜市岩崎８５７ー２ 代表取締役 山田　恒成
1537 富士通Ｊａｐａｎ（株）東海支社 愛知県名古屋市中村区名駅１ー１ー３ＪＲゲートタワー 支社長 森本　泰史
1538 日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市米原西２３ 代表取締役社長 蒲生　仙治
1539 （株）いえ・ＶＩＳＩＯＮ　大垣営業所 岐阜県大垣市赤花町１丁目４５番地 大垣営業所長 鹿野　秀樹
1540 ジャパンエレベーターパーツ（株） 埼玉県和光市新倉５ー６ー５０ 代表取締役 那須　公輔
1541 （株）ブレイク 岐阜県岐阜市太郎丸字寺下２１４８ 代表取締役 酒井　美登里
1542 （株）昭電設備 愛知県春日井市神屋町字森６４２ 代表取締役 溝口　泰伸
1543 ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５ 代表取締役 鈴木　宏隆
1544 応用開発（株） 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目１４番２７号 代表取締役 田中　一輝
1545 （株）かん・ぜおん 愛知県一宮市富塚字山寺１８番地 代表取締役 佐藤　彰
1546 大栄産業（株） 愛知県知多郡美浜町北方字西側８５番地の１ 代表取締役 木村　雄三
1547 マイクロウェーブファクトリー（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜３ー１８ー３ 代表取締役 山口　雅彦
1548 （株）スペース 東京都中央区日本橋人形町３丁目９番４号 代表取締役社長 佐々木　靖浩
1549 イノコ（株） 愛知県名古屋市昭和区滝川町３１ー３２ 代表取締役 猪子　哲司
1550 （株）中村組　名古屋支店 愛知県名古屋市中区金山２ー１４ー１８ 支店長 中村　早千夫
1551 （株）栄興業 岐阜県本巣市小柿８０７ー１ 代表取締役 金谷　栄次
1552 （株）バウハウス丸栄 岐阜県羽島郡岐南町上印食５丁目８２番地 取締役社長 三ヶ尻　大介
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