
登録企業

番号
企業名 所在地

T170001 （株）市川工務店 岐阜市鹿島町６－２７

T170002 岐建（株） 大垣市西崎町２－４６

T170003 小島土木（株） 土岐市土岐津町土岐口１８０８－１

T170004 三建産業（株） 大垣市十六町８４８

T170005 西濃建設（株） 揖斐郡揖斐川町上ミ野１２８

T170006 大日本土木（株） 岐阜市宇佐南１－３－１１

T170007 永井建設（株） 岐阜市向陽町２６

T170008 日東工業（株） 羽島市堀津町３８２

T170009 馬瀬建設（株） 下呂市馬瀬名丸２８番地３

T170010 （株）山辰組 揖斐郡大野町大字稲畑２０３－１

T170011 （株）安部日鋼工業 岐阜市六条大溝３－１３－３

T170012 （株）新井組 高山市大新町２－２０５－１０

T170013 （株）大西組 郡上市白鳥町向小駄良１０１４－１

T170014 大山土木（株） 高山市上岡本町３－４１０

T170015 （株）岡山工務店 中津川市福岡６８５－１

T170016 （株）加藤工務店 中津川市中川町３－２４

T170017 金子工業（株） 下呂市萩原町萩原１５００

T170018 （株）岐阜アイシー 各務原市蘇原持田町３－５０－１

T170019 （株）久保田工務店 揖斐郡揖斐川町三輪５２１－１

T170020 （株）ケイエスケイ 郡上市美並町白山４１２－４

T170021 近藤建設（株） 海津市平田町今尾９４１

T170022 （株）佐竹組 養老郡養老町蛇持２１

T170023 昭和コンクリート工業（株） 岐阜市香蘭１－１

T170024 杉山建設（株） 本巣市海老４３０

T170025 青協建設（株） 関市倉知３２０４－４

T170026 第一建設（株） 揖斐郡池田町段２９－３

T170027 （株）大雄 各務原市鵜沼西町４－６９

T170028 高田建設（株） 安八郡安八町南今ケ渕５１８

T170029 高橋建設（株） 高山市西之一色町３－４５０－２

T170030 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 大垣市神田町２－５５

T170031 （株）長瀬土建 高山市久々野町久々野１５５９

T170032 （株）野田建設 関市緑ヶ丘２－５－７８

T170033 飛高建設（株） 高山市山田町１１３０－３

T170034 （株）藤本組 多治見市小田町５－１

T170035 （株）北栄工事 郡上市高鷲町ひるがの４６７０－１２４３

T170036 （株）前田土木 郡上市白鳥町那留１５０２－４０９

T170037 （株）松野組 瑞穂市穂積１３３０

T170038 （株）松本電気設備 多治見市光ケ丘２－２９

T170039 丸成林建設（株） 岐阜市北一色１０－３６－１４

T170040 （株）水口土建 高山市朝日町宮之前８１

T170041 村瀬工業（株） 岐阜市諏訪山１－１－２２

T170042 （株）友進道路 美濃加茂市山之上町１３８４

T170043 （株）吉川組 多治見市明和町２－５０

T170044 りゅうでん（株） 岐阜市日置江２－８５－１

T170045 （株）葵組 関市板取３０１６－５３

T170046 （株）和泉 美濃加茂市加茂野町加茂野１９１－１

T170047 板垣建設（株） 恵那市山岡町原７８９の３

T170048 （株）イトウ産業 土岐市泉西山町１－３６

T170049 （業）Ｈ・Ｃ建設 飛騨市宮川町林９４

T170050 （株）大橋組 養老郡養老町大巻４５９０

【建設業】岐阜建設人材育成企業　登録企業一覧（令和元年１０月３１日時点）



登録企業

番号
企業名 所在地

T170051 （株）奥田建設 郡上市大和町島２５００

T170052 （株）加藤組 羽島郡笠松町円城寺１４３３

T170053 加藤建設（株） 揖斐郡揖斐川町春日小宮神１１５８－１

T170054 （株）川上土建 高山市天満町２－２２－３

T170055 （株）川瀬組 羽島市小熊町４－５９５

T170056 （株）川田電機工務店 岐阜市吹上町６－２５

T170057 （株）木越組 郡上市八幡町島谷１６１３

T170059 （株）國井組 岐阜市一日市場１－５５

T170060 （株）栗山組 加茂郡坂祝町酒倉２００８

T170061 剱崎建設（株） 岐阜市木ノ下町２－５

T170062 小池土木（株） 可児市広見５－７７

T170063 三承工業（株） 岐阜市水主町２－５３

T170064 三柏（株） 大垣市北切石町２－１

T170065 （株）三洋組 岐阜市正木６３３

T170066 篠田（株） 岐阜市竜田町２－２

T170067 （株）篠田製作所 岐阜市金園町３－１９－２

T170068 （有）清水工務店 揖斐郡揖斐川町三輪１２５－２

T170069 （株）新東建設 関市東新町４－９９－２

T170070 （株）杉建 高山市岡本町１－９８－８

T170071 瀬上建設（株） 郡上市白鳥町白鳥１７１

T170072 （株）関元組 関市東町４－３－８

T170073 （株）田下建設 関市武芸川町八幡８３５

T170074 （株）立保土木 加茂郡東白川村越原１３５１

T170075 中部興業（株） 加茂郡七宗町上麻生２３３６

T170076 （株）土屋電気商会 関市出来町２５

T170077 （株）東洋スタビ 揖斐郡大野町大字公郷３２６１－１

T170078 巴産業（株） 岐阜市大池町３－１

T170079 内藤建設（株） 岐阜市六条南３－１０－１０

T170080 （株）中島工務店 中津川市加子母１００５

T170081 （株）西尾建設 瑞浪市稲津町小里７８７－１

T170082 （株）ニシノ 加茂郡白川町坂ノ東５７３９

T170083 日産工業（株） 下呂市萩原町跡津４３９－１

T170084 （株）野原組 揖斐郡揖斐川町春日六合１２４８－１

T170085 はぎわらｅ（株） 下呂市萩原町羽根２６３８－１

T170086 （株）半布里産業 加茂郡富加町羽生５０２－１

T170087 （有）林グリーンワークス 揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原１１６－１

T170088 林工業（株） 大垣市馬場町２

T170089 （有）フジケン土木 関市上之保２２７８３

T170090 （株）藤幸組 安八郡輪之内町下大榑新田６９８－１

T170091 （株）洞口 飛騨市古川町高野１４１－２

T170092 （株）堀部工務店 本巣市仏生寺６４０－１

T170093 （株）丸技巧 高山市国府町村山２８－１

T170094 丸ス産業（株） 加茂郡白川町三川１２７０

T170095 （株）丸高組 郡上市大和町剣８０７－１

T170096 美山建設（株） 山県市柿野４７－１

T170097 （株）安江土建 加茂郡白川町黒川２４６５－１

T170098 安田電機暖房（株） 岐阜市吉野町３－８

T170099 （株）矢野建材建設 揖斐郡池田町市橋８８２－１

T170100 （株）山佐組 関市小瀬１１１８－４



登録企業

番号
企業名 所在地

T170101 （株）山中工務店 関市小瀬９５３－１

T170102 山本建設（株） 岐阜市早田東町６－５５

T170103 （株）横田工務店 関市上之保１４３５４－５

T170104 （株）吉川工務店 中津川市小川町２－８

T170105 （株）和座工務店 関市下之保５１４７

T170106 曙開発（株） 下呂市森１９１－１

T170107 旦鳥鉱山（株） 揖斐郡揖斐川町上野２１７９－３９

T170108 （株）東建設 郡上市白鳥町白鳥３１８

T170109 石原電機工業（株） 中津川市千旦林１１８－８４

T170110 井戸建設（株） 多治見市昭和町３２－４

T170111 塩谷建設（株） 岐阜市六条片田１－３－１

T170112 オクド（株） 郡上市明宝二間手５５

T170113 （株）笠野建設 郡上市白鳥町為真１６９４

T170114 （株）加地工務店 中津川市付知町６０５４番地

T170115 （株）加藤組 下呂市金山町菅田桐洞２８００－１

T170116 加藤土木（株） 飛騨市神岡町船津１９９９

T170117 金山土木（業） 下呂市金山町下原町２４－１

T170118 （有）金子土建 高山市国府町広瀬町１１９５

T170119 川端土建（株） 高山市国府町鶴巣７０７

T170120 北川工務（株） 美濃加茂市西町５－７１

T170121 （株）岐東庭園 岐阜市高田３－２０－１４

T170122 岐阜北建設（株） 岐阜市茂地２１４

T170123 （株）岐阜造園 岐阜市茜部菱野４－７９－１

T170124 久世工業（株） 岐阜市黒野１２１

T170125 小坂建設（株） 大野郡白川村平瀬３９６－２２

T170126 坂本土木（株） 飛騨市神岡町麻生野５１４－２２

T170127 沢田建設（株） 大野郡白川村大字鳩谷２７３

T170128 サワ電気（株） 飛騨市古川町増島町１１－２４

T170129 （株）讃建 下呂市金山町金山３２５５番地の１

T170130 （株）三晃建設 大垣市小泉町３８０－１

T170131 山洋建設興業（株） 多治見市池田町６－１－６

T170132 志津建設（株） 中津川市下野１１８

T170133 （株）嶋田建設 高山市山田町１６７－１

T170134 （株）松栄産業 中津川市中津川２４０８－２０

T170135 白鳥建設（業） 郡上市白鳥町大島２８５５－２

T170136 新興建設（株） 多治見市陶元町６１

T170137 瑞明建設（有） 瑞浪市薬師町５－６

T170138 西建産業（株） 揖斐郡揖斐川町脛永１６４５－１

T170139 セントラル建設（株） 恵那市大井町１２０２－４

T170140 （株）大清 下呂市小坂町無数原４８０－１

T170141 （株）高垣組 郡上市八幡町旭１０３５

T170142 （株）田近工務店 飛騨市古川町杉崎１２３５

T170143 玉田建設（株） 岐阜市大洞１－１６－１１

T170144 （株）地建防災 各務原市鵜沼宝積寺町４－７

T170145 （株）中濃 可児市坂戸７９－２

T170146 付知土建（株） 中津川市付知町５０６８－３

T170147 （有）テクニカル水野 岐阜市北一色４－１４－３１

T170148 （株）東光電工社 岐阜市長住町３－２

T170149 東和電気（株） 大垣市世安町２－１１７－１

T170150 とみたハウジング（株） 大垣市外渕１－１６５－１



登録企業

番号
企業名 所在地

T170151 （株）中田造園 各務原市蘇原東島町２－１３６－２

T170152 （株）長屋組 関市洞戸市場８６６－４

T170153 長良電業（株） 大垣市島町１４６－３

T170154 （株）畑佐土木 郡上市明宝気良１５４－２

T170155 （株）八幡建設 郡上市八幡町小野７９－２

T170156 （株）林工務店 高山市江名子町３２４６－１１

T170157 （株）ハラモク 中津川市駒場町１－７８

T170158 （有）広見建設 関市広見北町３－６

T170159 （株）二葉工業所 岐阜市石切町３７

T170160 （株）古井工務店 中津川市柳町１－２７

T170161 （株）北栄建設 郡上市白鳥町二日町６４５－１

T170162 細江土建（株） 下呂市小坂町坂下２９２

T170163 穂積建設（株） 郡上市高鷲町大鷲７９０－５

T170164 丸正建設（株） 大野郡白川村鳩谷５２２

T170165 （株）丸徳鉄工 岐阜市則松３－２９２

T170166 丸登建設（株） 加茂郡東白川村神土２６６７－１

T170167 丸仲建設（株） 高山市松本町２２２３－１

T170169 丸文産業（株） 本巣市海老５６－４

T170170 （株）丸芳組 郡上市八幡町稲成１１４８－２

T170171 （株）水口建設 郡上市美並町上田９０－１８

T170172 （有）山重興業 関市板取２０５－１

T170173 （株）ヤマモト 揖斐郡揖斐川町大字三倉１３３－１

T170174 （株）吉川組 羽島市桑原町八神３６６１番地

T170175 アース・クリエイト（有） 岐阜市六条北４－１０－１９

T170176 （株）扇屋 各務原市蘇原野口町２－８

T170177 （株）笠井土建 岐阜市北野北３５９

T170178 （株）北川工務店 羽島市正木町須賀小松４５９

T170179 岐阜信号施設（株） 岐阜市福富天神前３４５

T170180 岐阜地中線（有） 岐阜市太郎丸中島７２－１

T170181 （株）享栄建工 岐阜市福光東３－２０－１

T170182 コンクリートポンプ（株） 各務原市大野町６－７７

T170183 酒井電気工事（株） 岐阜市若福町９－１０

T170184 （株）ＳＥＩＷＡ 岐阜市上土居３－３－２

T170185 寺嶋建設（株） 岐阜市上加納山４７２３－２６

T170186 （株）所組 本巣市根尾板所２５９－１

T170187 （株）巴ルーフィング 岐阜市鷺山東１－４－１８

T170188 （株）永田組 各務原市川島笠田町３１０

T170189 （株）羽島緑建 羽島市舟橋町７－３１

T170190 （有）橋本工業 各務原市那加山後町３－２２８－１５

T170191 丸勝南谷建設（株） 羽島市小熊町東小熊３３９３－２

T170192 丸謹建設（株） 瑞穂市穂積２２３７－１

T170193 （有）丸重 岐阜市美島町５－１４

T170194 （株）丸高建設 瑞穂市本田５６４－１

T170195 基晴興業 各務原市鵜沼三ツ池町５－４４

T170196 （株）山田組 羽島市竹鼻町駒塚３２０

T170197 伊藤建工（株） 養老郡養老町飯田１３３３

T170198 （株）伊藤工務店 海津市海津町馬目４０４－３

T170199 揖斐川工業（株） 大垣市万石２－３１

T170200 イビデングリーンテック（株） 大垣市河間町３－５５



登録企業
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企業名 所在地

T170201 （株）宇佐美組 大垣市浅草１－２８０

T170202 （株）大橋工務店 海津市海津町平原４３２

T170203 神野産業（株） 海津市海津町草場１０２

T170204 木村建設（株） 大垣市室本町４－６４

T170205 （株）桐山組 大垣市上石津町牧田２６４４－２

T170206 （株）嶋工務店 海津市海津町鹿野１０００－２

T170207 新拓興産（株） 養老郡養老町高田６６９－１

T170208 （株）椙岡組 安八郡神戸町大字丈六道２０－２

T170209 竹内建設（株） 安八郡安八町大森４４１

T170210 （株）竹中組 大垣市東前１－８０－２

T170211 （株）土屋Ｒ＆Ｃ 大垣市禾森町３－２０６３－２

T170212 日八工業（株） 安八郡輪之内町海松新田１０８９

T170213 （株）濃建 不破郡垂井町１８５６－１

T170214 （有）林組 大垣市中川町２－２３０－１

T170215 （株）藤塚工務店 不破郡関ヶ原町大字関ヶ原２４９０－１１３

T170216 （株）堀田建設 海津市南濃町津屋２３５０－１

T170217 （株）堀組 安八郡安八町西結２７６３

T170218 松井建設（株） 大垣市新長沢町４－１２－１

T170219 室建設（株） 不破郡関ヶ原町大字関ヶ原３４４５－８１

T170220 （株）渡辺組 海津市海津町高須町７２０－１

T170221 （有）三和工務店 揖斐郡大野町大野７５８－３６

T170222 白山建設（株） 揖斐郡大野町大字稲富９８３－３

T170223 （株）山本工務店 揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼１０２６－１

T170224 （有）エイテック 関市小瀬９５３番地１

T170225 （有）各務建材 関市稲口１９４

T170226 （株）加藤工務店 関市上之保１３７４

T170227 （株）加納組 美濃市須原３１７－１

T170228 （有）交告土建 美濃市保木脇５７９－６

T170229 （有）後藤車体 関市栄町５－１－５

T170230 （株）佐久間組 関市西本郷通７－４－２９

T170231 山友木材（株） 関市上之保１９０２－１

T170232 （株）関造園 関市西本郷通７－５－１

T170233 （株）田中組 関市下有知３８９５－６

T170234 （有）土屋土建 関市富之保２１１６

T170235 （株）長尾工務店 関市富之保１９９７－２

T170236 （株）西村工建 美濃市片知２７１６

T170237 はさま建設（株） 関市明生町１－２－１８

T170238 双葉建設（株） 関市東田原３７８

T170239 古川建設（株） 関市小屋名２６０－１

T170240 松保建設（有） 美濃市松森１０２５

T170241 丸ヨ興業（株） 関市下之保２８２７

T170242 （株）森七組 美濃市2894

T170243 （株）山口工務店 美濃市1335

T170244 （有）石徹白土建 郡上市白鳥町石徹白７－８２

T170245 （株）ウスダ 郡上市大和町島２１９５番地

T170246 奥美濃建設（株） 郡上市明宝大谷８２２

T170247 郡上鋪道（株） 郡上市大和町剣３７－２

T170248 澤崎建設（株） 郡上市白鳥町中西８１９－１

T170249 （株）中尾建設 郡上市大和町徳永７２５－１

T170250 （株）永田工務店 郡上市高鷲町鮎立３７３０－１



登録企業

番号
企業名 所在地

T170251 （株）名畑組 郡上市八幡町稲成８１９

T170252 西脇建設（株） 郡上市明宝小川１１１４－２

T170253 野田建設（株） 郡上市白鳥町越佐４０２

T170254 二村建設（株） 郡上市和良町下洞４０７－１

T170255 丸八建設（株） 郡上市高鷲町鮎立２１１２－１

T170256 （株）三島組 郡上市大和町万場２５５５

T170257 （有）明方愛林 郡上市明宝気良２２４６

T170258 （株）山越建設 郡上市白鳥町阿多岐２００４－２

T170259 （株）ヤマシタ工務店 郡上市大和町剣１７６０

T170260 （株）天野建設 可児郡御嵩町中切９６０－１

T170261 （株）石井鉄筋 加茂郡川辺町下飯田８２－１

T170262 （株）大貴 美濃加茂市西町７－１７６

T170263 （株）大竹工務店 可児市今渡３０１－１２

T170264 大脇建設（株） 加茂郡白川町河岐１８９７－１

T170265 （株）小栗建設 加茂郡川辺町比久見１５８９

T170266 （株）協和建設 可児市東帷子１０２３－６

T170267 （株）小菅 加茂郡川辺町下吉田４５－１

T170268 小林工業（株） 可児市土田２０６０

T170269 （株）佐合木材 美濃加茂市古井町下古井４５０－１

T170270 白川産業（株） 加茂郡白川町河岐１８９７－１

T170271 谷端建設（株） 加茂郡白川町黒川１７７９－１０

T170272 （株）中特 可児市緑ヶ丘２－２５９－１

T170273 中部交通資材（株） 可児市今渡１６１９－８７

T170274 塚本産業（株） 美濃加茂市本郷町３－１６－７

T170275 （株）土谷組 加茂郡八百津町八百津３３２１－１２

T170276 東部建設（株） 加茂郡白川町坂ノ東５７３７－１

T170277 （株）長尾土建 加茂郡七宗町神渕１９２９－２

T170278 （株）日進建設 美濃加茂市下米田町為岡８８

T170279 （株）フィルテック 可児市広見１－４７

T170280 （株）本州緑化建設 可児郡御嵩町比衣４７５－１３

T170281 丸重産業（株） 可児市広見５－７８

T170282 丸ス建設（有） 加茂郡白川町三川１２７１－１

T170283 （株）御嵩重機建設 可児郡御嵩町比衣４３３

T170284 （有）村上造園土木 美濃加茂市西町６－１２７

T170285 山田土建（株） 加茂郡東白川村神土７８８

T170286 伊佐治建設（株） 多治見市旭ケ丘１０－２－２１６

T170287 （株）今井土木 瑞浪市土岐町４７０４－１

T170288 （株）岡島建設 土岐市曽木町１６９１－１

T170289 （株）加藤組 多治見市若松町１－１２－５

T170290 木村建材（株） 瑞浪市小田町２１９９－１

T170291 （株）柴田土木 瑞浪市西小田町１－２０３

T170292 伸永建設（株） 瑞浪市土岐町２８３３－１

T170293 舘林建設（株） 土岐市土岐津町土岐口１９５６

T170294 日章産業（株） 多治見市栄町１－６－１

T170295 （株）早川土木 瑞浪市日吉町４６０２－１

T170296 （有）林土木 土岐市肥田町肥田５３９－１

T170297 肥田建設（株） 瑞浪市土岐町６２０２－３

T170298 松本建設（株） 多治見市笠原町１９１９－６

T170299 丸栄工業（株） 多治見市池田町１－４８

T170300 （株）山建重機 多治見市大畑町西仲根３－２



登録企業

番号
企業名 所在地

T170301 （株）梅田組 中津川市中津川下沢２３３７－２

T170302 落合土建（株） 中津川市落合６７５－９

T170303 恵中建設（株） 恵那市長島町中野上沼３６－５

T170304 （株）佐々木工務店 中津川市阿木９－２

T170305 蘇水建設（株） 中津川市東町５－５０

T170306 田口建設（株） 恵那市長島町久須見１７９５

T170307 （株）苗木建設 中津川市苗木山ノ田１２５５－３

T170308 （株）鳴海組 中津川市手賀野３３５－１

T170309 美濃建設（株） 中津川市中一色町２－２０

T170310 宮島建設（株） 中津川市駒場４７０－２

T170311 （株）矢野土木 恵那市上矢作町５９６番地の１

T170312 （有）青木建工 下呂市萩原町上呂３３３３－２

T170313 今井建設（株） 下呂市少ヶ野４６１－１

T170314 岩佐土建（株） 下呂市萩原町萩原４０３－１

T170315 （株）梅田組 下呂市野尻２８３

T170316 （株）遠藤組 下呂市湯之島２４５－２

T170317 上原土建（株） 下呂市蛇之尾５０１

T170318 日下部建設（株） 下呂市萩原町古関２６６－１

T170319 （株）熊﨑組 下呂市小坂町小坂町１８８－１

T170320 （株）曽我組 下呂市野尻１１６６

T170321 飛州土木（株） 下呂市萩原町上村５１０

T170322 松田建設（株） 下呂市三原２５

T170323 （有）丸為 下呂市萩原町宮田６２６番地

T170324 （有）三星造園 下呂市金山町金山３２９９－２

T170325 （株）アミックス 高山市江名子町３２５５－２９

T170326 （株）石原建材 高山市片野町２－１８３－１

T170327 井戸工業（株） 高山市下之切町５８－５

T170328 奥原建設（株） 高山市総和町３－１１１－２

T170329 （株）技研ユニティ 高山市石浦町９－３５

T170330 （株）技翔 高山市上野町１１９９－７２

T170331 （株）サクラ建設 高山市石浦町６－４１６－１２

T170332 高村建設（株） 高山市下岡本町３０７２－５

T170333 （有）田川組 高山市三福寺町４５０－１

T170334 （株）田口建設 大野郡白川村平瀬４１２－１７

T170335 （有）中田土建 高山市高根町日和田１０８１番地１

T170336 （有）西分土建 高山市丹生川町小野８６－３

T170337 飛騨建設（株） 高山市初田町３－４５－２

T170338 （株）古橋組 高山市松之木町１５４１－２

T170339 （株）鉞組 高山市大洞町４４０－３４

T170340 （有）丸勇建設 高山市江名子町３２１４－５

T170341 道下建設（株） 高山市丹生川町北方２２１４

T170342 （株）南組 高山市朝日町上ヶ見２４４

T170343 御母衣建設（株） 大野郡白川村大字御母衣３１６－８３

T170344 森建設（株） 高山市荘川町牧戸２５－１

T170345 蒲田建設（株） 高山市奥飛騨温泉郷村上３

T170346 （株）清水建設 飛騨市河合町角川５６７

T170347 宝興建設（株） 高山市上宝町在家１５３８

T170348 美笠建設（株） 高山市奥飛騨温泉郷栃尾３８番地１

T170349 和仁建設（株） 高山市上宝町見座２００

T170350 （株）横建 各務原市那加前洞新町５－１０９－４



登録企業

番号
企業名 所在地

T180001 （株）アルテック 本巣郡北方町曲路３－１

T180002 五十嵐工業（株） 中津川市茄子川２０７７番地の８

T180003 揖斐土木建築工業（株） 揖斐郡揖斐川町三輪４３８－４

T180004 （株）岩城 可児市柿下２－１

T180006 小野電産業（株） 大垣市築捨町４－３８－３

T180007 （株）垣源工業 高山市上岡本町８－４０９

T180008 桂川電工（株） 下呂市萩原町上村７８８－１

T180009 共栄電気（株） 下呂市萩原町上呂４１６

T180012 小境電気工事（株） 多治見市錦町３－８

T180013 （株）サンロード 飛騨市古川町袈裟丸１２４９

T180015 昭和建設（株） 羽島市竹鼻町狐穴１３７４

T180016 杉浦電気工事（株） 下呂市森２３２４

T180017 （株）ＤＡＩＫＥＮ 岐阜市小西郷１－７３

T180018 （株）ｄａｉｔｏ 関市山王通西２－１１

T180019 高橋電気工業（株） 岐阜市中西郷３９８

T180020 高山電気工事（株） 高山市冬頭町９０－１

T180021 （株）谷上組 飛騨市古川町貴船町１４－２９

T180022 所産業（株） 揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田１８２１－３

T180023 内藤電機（株） 岐阜市都通２－１６

T180025 松井工業（株） 大垣市築捨町５－８６－１

T180026 （株）マルエス産業 土岐市泉町河合８１９－２

T180030 （株）森塗装 岐阜市南鶉７－７６－１

T180031 ヨシテク工業（株） 揖斐郡大野町大字下方１１１５番地１

T180032 （株）渡辺組 大垣市三本木４－５８

T180033 愛岐工業（株） 各務原市上戸町３－１６８

T180034 葵テック（株） 多治見市白山町３－１４

T180035 青山土建（株） 本巣市曽井中島７１４

T180036 アサヒ（株） 瑞穂市野白新田８５－４

T180037 アプロ通信（株） 岐阜市茜部菱野4-134

T180038 安保建設（株） 中津川市福岡１０８１－１２

T180039 和泉土建（株） 岐阜市加納黒木町２－２４

T180040 （有）泉緑化 本巣市文殊１１５－３７

T180041 揖斐昭和建設（株） 揖斐郡揖斐川町上南方１８９６－１

T180042 （株）伊吹工業 本巣市石神４３２－４

T180043 今井設備工業（株） 下呂市少ヶ野６４１－１

T180044 （株）梅田 加茂郡富加町高畑５９９－５

T180045 （株）大菅工業 岐阜市大菅北２１－２８

T180046 （株）大坪通信設備 中津川市駒場1660-143

T180047 （株）大村建設 岐阜市岩崎８０６－３

T180048 岡田産業（株） 岐阜市宇佐南４－１７－１０

T180049 加永建設（株） 飛騨市神岡町東町４８３－１

T180050 （有）カジ金 本巣郡北方町北方１３８６

T180051 カシモ機械（株） 中津川市加子母２３０１

T180052 （有）片田組 中津川市中津川１０１０－１４４

T180053 加納水道設備（株） 大垣市三津屋町２－５６

T180054 （株）カミノ 羽島市竹鼻町丸の内１０－７７

T180055 川合基礎（株） 大垣市小泉町１８３

T180056 （株）神田工業 各務原市各務山の前町４－４８

T180057 （株）グリーン 高山市国府町蓑輪３９２

T180058 （株）黒川産業 本巣市屋井１４７

T180059 （株）桑原組 安八郡安八町西結２１２５



登録企業

番号
企業名 所在地

T180060 コクド（株） 各務原市下切町字西欠下１０１８

T180061 （株）近藤工務店 恵那市中野方町２３８５－１

T180062 （有）佐藤建設 恵那市大井町２５３３－１

T180063 （有）山水施工 中津川市加子母４３０８－１

T180064 （株）塩屋建設工業 高山市国府町村山４６５

T180065 昭和造園土木（株） 岐阜市雛倉794-1

T180066 （株）鷲見建設 本巣市下福島４９

T180067 末永電気（株） 揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原１１６－３

T180068 （株）壮健 本巣郡北方町小柳１－８７

T180069 大幸重機（株） 大垣市難波野町４９５

T180070 大昌建設（株） 高山市冬頭町７２９－１

T180071 （株）ダイワテクノ 岐阜市則武東２－１８－３８

T180072 高木建設（株） 中津川市茄子川1683-46

T180073 （株）髙田組 揖斐郡揖斐川町清水１５７－１

T180074 （株）巽組 岐阜市薮田南１－３－１８

T180075 東濃設備工業（株） 多治見市錦町４－５７

T180076 （同）東濃ひのきの家 中津川市加子母２３０１番地

T180077 （有）遠嶋工業 羽島市江吉良町１９１０

T180078 戸島工業（株） 岐阜市本郷町5-16

T180079 （株）辺省 養老郡養老町蛇持４２６

T180080 日建工業（株） 岐阜市今町４－２３

T180081 丹羽水道（株） 岐阜市岩田東３－１４７

T180082 濃尾電機（株） 岐阜市宇佐南２－３－８

T180083 （有）橋本組 揖斐郡揖斐川町小津７７２

T180084 橋本工業（株） 飛騨市古川町杉崎３６２番地１

T180085 （株）畑中水道 郡上市大和町剣１６０１－８

T180086 飛騨冷凍空調（株） 高山市問屋町７３－３

T180087 日野吉工業（株） 岐阜市北鶉３－２１

T180088 （株）平田組 岐阜市日置江７－１－１

T180089 ビルズ 岐阜市長良３３３７－５

T180090 （株）不二産業 瑞穂市本田７３５

T180091 （株）富士ハウス 本巣郡北方町長谷川西２－４１

T180092 （株）古川建材工業 中津川市茄子川１６８３－５１

T180093 平成興産（株） 不破郡垂井町宮代５１３

T180094 （株）堀川組 高山市清見町三日町４８１

T180095 牧野機工（株） 岐阜市石谷９６３

T180096 （有）松田土木 郡上市八幡町五町４－１０－１３

T180097 （株）松波水道ポンプ工業所 岐阜市長良１８８－２

T180098 （株）松原組 岐阜市西河渡２－２８－１

T180099 松村工業（株） 岐阜市薮田東1-6-5

T180100 丸架索道（株） 中津川市加子母６８２

T180101 （株）丸高商事 郡上市大和町大間見１０２９－３

T180102 巳好建設（株） 本巣郡北方町東加茂２－３３

T180103 ミリオン電工（株） 中津川市手賀野647-6

T180104 三和建設（株） 中津川市茄子川２０７７－１８４

T180105 （株）村山組 岐阜市村山１７７３－１

T180106 名光電気工事（株） 岐阜市中鶉２－２８－１

T180107 （株）森電気商会 羽島市正木町新井７９８

T180108 （株）山口環境システム 中津川市山口５２４－１

T180109 山口実業（株） 山県市中洞７１

T180110 ユニオンテック（株） 岐阜市中鶉1-30-1



登録企業

番号
企業名 所在地

T190001 泉左官住設（株） 揖斐郡池田町本郷１０９４番地６

T190002 井納建設（株） 本巣市文殊６７８－１

T190003 （株）小野電気商会 海津市平田町今尾１８２６ー１

T190004 粕川商事（株） 揖斐郡揖斐川町脛永１６４７－１

T190005 カツラ工業（株） 郡上市八幡町相生字池ノ尻２２８４－２

T190006 （有）川島組 揖斐郡池田町沓井１２９８

T190007 （株）共同組 揖斐郡大野町大字西方４４２

T190008 クゼ工務店（株） 不破郡垂井町綾戸９８３－１０

T190009 （株）国井秋建設 岐阜市鏡島精華３－５－１２

T190010 小林土建 揖斐郡池田町本郷１０３０－１

T190011 （株）佐野工務店 山県市松尾１３０－３３

T190012 （株）シミズ工業 揖斐郡揖斐川町東横山３３２－１

T190013 （株）新川組 揖斐郡揖斐川町北方西平１３２７－３

T190014 （株）瀬古興業 海津市海津町沼新田５５２

T190015 ダイゼン工業（株） 不破郡垂井町平尾７０３番地

T190016 （株）タカ商工業 岐阜県不破郡垂井町２４３４－１

T190017 （株）高橋工務店 不破郡関ケ原町大字関ヶ原４１６３－３

T190018 （有）立川組 揖斐郡揖斐川町春日六合１８０８

T190019 巽開発（株） 岐阜市薮田南１－３－１８

T190020 角田組 本巣郡北方町高屋伊勢田２－１１７－１ロイヤルマンション北方５０１号

T190021 天龍建設（株） 各務原市蘇原興亜町１－２

T190022 （株）TOKORO 揖斐郡揖斐川町春日六合７１－１

T190023 栃井建設工業（株） 岐阜市河渡３－１３８

T190024 （株）庭萬 可児市羽崎１４７－１

T190025 ノービ重機（株） 羽島市竹鼻町飯柄１８７

T190026 （株）フラワーロード 揖斐郡揖斐川町若松１１３

T190027 （有）マルミツ土建 揖斐郡揖斐川町北方２０６３－４

T190028 （有）モリモト 揖斐郡揖斐川町北方１４１１－１

T190029 山一電気（株） 岐阜市坂井町２－８

T190030 （株）山晃 揖斐郡揖斐川町春日美束４３０－２

T190031 山本商事（株） 揖斐郡揖斐川町乙原５２５

T190032 岩田建工 羽島市足近町市場１０４

T190033 （有）カサイ技建 岐阜市加納北広江町３

T190034 （株）岐工建設 山県市赤尾１０６７

T190035 木島建設（資） 郡上市大和町徳永１８４

T190036 （有）木下土木 岐阜市北一色５－１３－１５

T190037 （有）宏春工業 岐阜市六条大溝二丁目１４番２号

T190038 （株）広和木材 中津川市千旦林４４６

T190039 （有）澤田重機 岐阜市野一色６－８－１４

T190040 関レッカー（株） 関市上白金１１２７－８

T190041 （株）総合ＳＩカンパニー 揖斐郡揖斐川町上南方６７３番地１

T190042 （有）大日造園土木 郡上市八幡町小野２－１０－５

T190043 （有）高井重機 岐阜市上土居４－６－１４

T190044 （有）テクノエー 羽島市堀津町横手１－３－１

T190045 （有）比嘉建材 羽島市正木町須賀小松２２８－２

T190046 （株）飛研 高山市新宮町３８４１－３

T190047 （株）美建 羽島郡岐南町八剣北２－５６

T190048 古川電気（株） 飛騨市古川町新栄町５－６

T190049 （株）北濃工務店 郡上市白鳥町歩岐島１７３－２

T190050 （株）洞口工務店 高山市丹生川町桐山６７１

T190051 （有）堀江電設 岐阜市西鶉４－６３



登録企業

番号
企業名 所在地

T190052 堀造園（株） 岐阜市蔵前５－２－１７

T190053 （株）丸杉 岐阜市城東通５－５

T190054 （株）丸利組 岐阜市高田４－１６－１５

T190055 山尾興業（株） 岐阜市川部２－４７

T190056 横山工業（株） 可児市大森１５３０－２

T190057c （株）イビソク 大垣市築捨町３ー１０２

T190058c （株）興栄コンサルタント 岐阜市中鶉４ー１１

T190059c （株）三栄コンサルタント 岐阜市水海道４ー２２ー１２

T190060c （株）三進 大垣市二葉町７ー１２

T190061c 大同コンサルタンツ（株） 岐阜市中鶉２－１１

T190062c 大日コンサルタント（株） 岐阜市薮田南３ー１ー２１

T190063c 中央エンジニアリング（株） 岐阜市柳森町２ー５５

T190064c （株）テイコク 岐阜市橋本町２ー８

T190065c （株）トライ 中津川市茄子川１５３４－１６６

T190066c （株）飛州コンサルタント 高山市新宮町１８６８－５

T190067c （株）メイホーエンジニアリング 岐阜市吹上町６丁目２１番

T190068c （株）ユニオン 岐阜市西河渡２ー５７


