安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業
（2022 年６月 1 日現在

五十音順）

※市区町村の区分は、企業所在地で記載しています。
(掲載地区以外の事業所所在地でも活動されている場合があります｡)

＜名古屋市＞
区 名
企
（登録数）

業

名

あいち交通株式会社、エイセブプラス株式会社、株式会社石田組、株式会社木津工
千種区

務店、株式会社ダイワ、株式会社タスクール Plus、株式会社ＴＥＳＭ、株式会社

(12)

水野工務店、ダイトー株式会社、日本ハイウェイ・サービス株式会社名古屋支店、
PicotJapan 株式会社、水野建設株式会社
愛知レッカー事業協同組合、イリヤ建設株式会社、ＮＴＴコムマーケティング株式
会社東海営業所、カシワギ電気株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海
支社、株式会社オカシズ、株式会社設幸工務店、株式会社トーエネック名古屋支店、

東区

株式会社ヒメノ、株式会社本陣、公益財団法人愛知公園協会、鈴与商事株式会社名

(21)

古屋支店、セクダム株式会社、ダイダン株式会社名古屋支社、大冷工業株式会社、
中部三菱自動車販売株式会社、戸田建設株式会社名古屋支店、豊田株式会社、日本
国土開発株式会社名古屋支店、野田塾千種校、矢作建設工業株式会社
愛産商会株式会社、あいち自動車学校、稲垣設備工事株式会社、株式会社田中荘介

北区

商店、株式会社トレネッツ、株式会社中建、株式会社舟橋塗装店、特定非営利活動

(12)

法人アヴェニール、名古屋ロードサービス株式会社、野田塾黒川校、野田塾平安通
校、朋和設備工業株式会社
江川電気工事株式会社、株式会社エイエイピー名古屋営業所、株式会社荏原製作所
中部支社、株式会社サンメンテナンス東海支店、株式会社柴田組、株式会社シント
ー、株式会社トヨタレンタリース名古屋、株式会社フジタクシーグループ、株式会

西区

社マーケットマネージメント、株式会社水野建設、株式会社荏原電産中部支店、協

(23)

立産業株式会社、菅原工業株式会社、中京塗装株式会社、蔦井株式会社、特定非営
利活動法人交通事故サポートプログラム、ネッツトヨタ名古屋株式会社、野田塾小
田井校、野田塾浄心校、ヒノキブン株式会社、藤間工業株式会社、メタウォーター
株式会社営業本部中日本営業部、ユニテック株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社中部地区統括役員付スタッフ、朝日電気
工業株式会社、エイベックス・エンタテインメント株式会社中部支社、株式会社イ
ンテックス、株式会社河田組、株式会社クボタ中部支社、株式会社ジェイアール東

中村区

日本企画中部支社、株式会社北陸銀行中村支店、近畿日本ツーリスト株式会社中日

(22)

本支社、小久保紙器製作所、ジェイアール東海建設株式会社、ＪＦＥエンジニアリ
ング株式会社名古屋支店、高砂熱学工業株式会社名古屋支店、月島機械株式会社名
古屋支店、トールウェイサービス株式会社名古屋支店、日新工業株式会社、日鉄パ
イプライン＆エンジニアリング株式会社中部支社、日本通運株式会社中部警送支

店、 野田塾岩塚校、藤田電機工業株式会社、名工建設株式会社、ライト工業株式
会社中部統括支店
愛知県セルフガード協会、一般社団法人愛知県道路標識・標示業協会、一般社団法
人ライフスキルサポート協会、栄興建設株式会社、ＡＩＧ損害保険株式会社名古屋
支店、ＮＴＰシステム株式会社、大島造園土木株式会社、鹿島建設株式会社中部支
店、株式会社アルファポイント、株式会社ＮＴセブンス、株式会社クリーン工房名
古屋支店、株式会社ケイデン、株式会社コアズ名古屋事業本部、株式会社サービス
クリエイト、株式会社千代田組中部支店、株式会社東海アドエージェンシー、株式
会社東京スリーエム、株式会社東光高岳中部支社、株式会社トーエネック本店、株
式会社都市造形研究所、株式会社ネオパブリシティ、株式会社日立製作所中部支
中区
(48)

社、株式会社一人計画、株式会社不動テトラ中部支店、株式会社前澤エンジニアリ
ングサービス名古屋営業所、株式会社流行発信、川北電気工業株式会社、北嶋工業
株式会社、キャリコプロモーション株式会社、公益財団法人愛知県教育・スポーツ
振興財団、公益財団法人愛知県都市整備協会、公益財団法人ソーシャルサービス協
会ＩＴセンター、コスモグローバルコミュニケーションズスクール、コスモ工機株
式会社名古屋支店、水道機工株式会社名古屋支店、第一塗工株式会社、大日本土木
株式会社名古屋支店、大有建設株式会社、中央電気工事株式会社、中京綜合警備保
障株式会社、中日建設株式会社、特定非営利活動法人人財育成支援ネット、徳倉建
設株式会社、名古屋ハイウェイ株式会社名古屋支社、日本パトロール株式会社、三
井住友海上火災保険株式会社、メディアエムジー株式会社名古屋支店、六合株式会
社
足立建設株式会社、一般社団法人日本自動車連盟愛知支部、加藤建設株式会社、株

昭和区

式会社浅井商店、株式会社ソトムラ名古屋営業所、株式会社ハクセイ、株式会社麦

(11)

島建設、白川電気土木株式会社、大明建設株式会社、トヨタＬ＆Ｆ中部株式会社、
野田塾川原通校

瑞穂区
(2)

岩間造園株式会社、協立産業株式会社
ＮＴＰインポートＨＤ株式会社、ＮＴＰ－ＡＣ株式会社、ＮＴＰ名古屋トヨペット
株式会社、ＮＴＰ－ＰＣ株式会社、ＮＴＰ－ＶＣ株式会社、ＮＴＰ－ＶＧ株式会社、

熱田区

荏原実業株式会社中部営業所、株式会社デック名古屋営業所、株式会社服部組、株

(16)

式会社博正塗装、ショーボンド建設株式会社名古屋支店、中部化工建設株式会社、
ネッツトヨタ中京株式会社、野田塾熱田校、有限会社創功、横河ソリューションサ
ービス株式会社中部支社

中川区
(11)

港区
(10)

アルプススチール株式会社、ＮＤＫ株式会社、ＮＰＯ法人ミッションクラブ、小田
鐵網株式会社、株式会社おかむら、株式会社フソウ名古屋支店、株式会社山田組、
ニッセツ株式会社、野田管工有限会社、野田塾高畑校、野田塾伏屋校
株式会社飯味塗装工業所、株式会社伊藤組、株式会社大竹組、株式会社小出組、株
式会社小島組、株式会社光、株式会社安井組、東海建設株式会社、ヤマト運輸株式
会社名古屋主管支店、吉田工機株式会社

南区

宇佐美工業株式会社、株式会社愛知シンコー、株式会社佐野塗工店、株式会社村上

（7）

工業、中電不動産株式会社、野田塾桜本町校、野田塾道徳校

守山区

株式会社マルケイ、野田塾志段味校、野田塾守山本部校、早川建設株式会社、フジ

(6)

建設株式会社、メーキュー株式会社
朝日新聞サービスアンカーASA 鳴子みどりヶ丘、朝日新聞サービスアンカーASA 緑

緑区

南部、朝日新聞サービスアンカーASA 緑中央、株式会社イヤマトータルブリッジサ

(11)

ポート、野田塾有松校、野田塾扇台校、野田塾神の倉校、野田塾滝ノ水校、緑区生
涯創年・生涯現役推進会、山城土木株式会社、有限会社名古屋朝日堂

名東区
(7)
天白区
(5)

ＡＧ株式会社、株式会社アイチテクノ、株式会社サクラダ、千種土建株式会社、中
部土木株式会社、野田塾藤が丘校、野田塾名東上菅校
大矢建設株式会社、株式会社デザインフォービー、ジェイテクノ株式会社、昭和土
木株式会社、野田塾植田校

＜尾張地域＞
市町村名
企
(登録数)

業

名

市川建設株式会社、イチコウ建設株式会社、大野設備工業株式会社、大橋電機株式
会社、籠宮工業株式会社、株式会社イチテック、株式会社賀真田工務店、株式会社
土川油店、株式会社寺西組、株式会社中村工業、株式会社ハセコウ工務店、株式会
社松本組、株式会社丸加木材製作所、株式会社水谷組、株式会社吉田組、株式会社
渡邊組、加茂建設株式会社、木曽川物産株式会社、木全建設株式会社、九州興業株
一宮市

式会社、五曠建設株式会社、榊原建設株式会社、仕出し御料理とみや、昭和土建株

(48)

式会社、新生電気工事株式会社、曽根建設株式会社、大興建設株式会社、大精建設
株式会社、中部實業株式会社、東海建設株式会社、東陽住建株式会社、中野建設株
式会社、中村土木株式会社、日愛工業株式会社、日電株式会社、野田塾一宮校、野
田塾一宮西校、野田塾一宮南校、野田塾木曽川校、野田塾尾西校、ハヤカワ工業株
式会社、平野建設株式会社、丸井建設工業株式会社、武藤建設株式会社、明起興業
株式会社、有限会社宝興業、有限会社人の森、有限会社松阪設備工業
アクシス総合設備株式会社、大数建設株式会社、大橋運輸株式会社、株式会社加藤

瀬戸市
(17)

工務店、株式会社川村工業所、株式会社関電工事、株式会社永井組、指幸建設株式
会社、沢田建設株式会社、信和建設株式会社、スマイルプロジェクト、瀬戸ガス水
道株式会社、中部建設株式会社、東海設備工業株式会社、野田塾瀬戸口校、野田塾
瀬戸校、有限会社山田工務店
アサヒビルド株式会社、王春工業株式会社、株式会社秋吉組、株式会社浅田工務店、

春日井市
(33)

株式会社池田産業、株式会社猪野組、株式会社ウカイ設備、株式会社エムエムシー、
株式会社さくら総合サービス、株式会社白鳥工務店、株式会社大塗、株式会社高座
組、株式会社高柳組、株式会社永賢組、株式会社長縄工務店、株式会社成田組、株
式会社長谷川工務店、株式会社服部工務店、株式会社松浦組、株式会社松原組、株

式会社ランドキャリー、株式会社レボ、大幸建設工業株式会社、東洋建設株式会社、
野田塾春日井本部校、野田塾勝川校、野田塾高蔵寺校、林建設株式会社、ヒダ電気
株式会社、丸水設備株式会社、水野土木株式会社、有限会社かしわばらメディカル、
有限会社ひかり商事
青山建設株式会社、安達建築株式会社、犬山建設株式会社、大竹建設株式会社、株
犬山市

式会社愛北、株式会社青山組、株式会社シンエイライフ、株式会社フクトミ DBK、

(15)

株式会社森藤組、小島施設株式会社、大朋建設株式会社、橋爪ガラス建材、勝建設
株式会社、名稲建設株式会社、有限会社犬山商会
伊神工業株式会社、石国建設株式会社、牛垣建設株式会社、尾関組、尾関建設株式

江南市

会社、株式会社安藤工務店、株式会社クワケン、株式会社永井組、株式会社林本組、

(14)

株式会社林本建設、永井建設工業株式会社、野田塾江南校、野田塾古知野校、松岡
建設株式会社

小牧市
(10)

可児建設株式会社、株式会社寿建設、株式会社三林建設、株式会社野々川工務店、
株式会社ノムラ、株式会社平井工務店、大榮電設株式会社、滝建設株式会社、ニシ
ナミ株式会社、長谷川組株式会社
葵サンケア訪問看護ステーション、アクティブスタジオ一歩、稲沢建設株式会社、
鵜飼建設株式会社、永曻建設株式会社、株式会社大崎工務店、株式会社サンケア、
株式会社柴山健工務店、株式会社秀興組、株式会社永井水道設備、株式会社水谷建
設、木村建設株式会社、サンケア指定福祉用具貸与事業所、サンケア指定訪問介護
稲沢事業所、サンケア指定訪問介護へいわ事業所、サンケア指定訪問介護ろくわ事

稲沢市
(37)

業所、住宅型有料老人ホームサンケア桜華、住宅型有料老人ホームサンケア陽ま
里、杉政建設株式会社、澄川建設株式会社、寺西建設株式会社、稲栄産業株式会社、
日本軽金属株式会社名古屋工場、野田塾大里校、野田塾国府宮校、野田塾平和校、
ほのぼの稲沢指定居宅介護支援事業所、ほのぼのデイサービスセンター雅、ほのぼ
のデイサービスセンター優雅、ほのぼの平和指定居宅介護支援事業所、ほのぼの平
和デイサービスセンター才華、丸金土建株式会社、美吉建設株式会社、山一建設株
式会社、山正建設株式会社、山田建設株式会社、有限会社稲沢設備

尾張旭市
(6)
岩倉市
(2)

株式会社近衛組、株式会社中京スポーツ施設、株式会社ミノヤランチサービス、野
田塾尾張旭本部校、野田塾三郷駅前校、山秀建設株式会社
株式会社江口組、野田塾岩倉駅前校

豊明市
(0)
日進市
(8)
清須市
(3)

株式会社稲吉建設、株式会社鈴木工務店、株式会社山本工務店、幸村建設株式会社、
三幸土木株式会社、野田塾香久山校、野田塾日進校、有限会社和央興業
株式会社トクシン、株式会社ペリエ、野田塾清須校

北名古屋市
(9)
長久手市
(5)

株式会社江口工務店、株式会社長谷川組、株式会社藤食品、株式会社丸中組、特定
非営利活動法人サポートフレッシュ、野田塾西春校、三山建設株式会社、有限会社
銀座食品、有限会社昭英商店
愛知高速交通株式会社、株式会社加藤組、サンコー鞄株式会社、野田塾長久手校、
ヤマト運輸株式会社愛知主管支店

東郷町
(0)
豊山町
(4)
大口町
(2)
扶桑町
(3)

株式会社秋田組、株式会社 ANDO、共立建設株式会社、マイナミ空港サービス株式
会社名古屋事業所
トナミ運輸株式会社小牧支店、丸周建設株式会社

永光建設株式会社、近藤建設株式会社、吉永建設工業株式会社

＜海部地域＞
市町村名
企
(登録数)
津島市
(10)

業

名

株式会社風岡、株式会社立込建設、株式会社ミタニ建設、三和テクノ株式会社、住
田建設株式会社、辰巳建設株式会社、NewEnglishAcademy、野田塾総本部、野田塾
津島校、吉田建設株式会社
株式会社加藤組、株式会社杉本組、サービス付き高齢者向け住宅喜ら里愛西、佐藤

愛西市

土建株式会社、サンケア指定訪問介護愛西事業所、住宅型有料老人ホームシニアハ

(12)

ウスオヅ、大藤建設株式会社、日起建設株式会社、福岡建設株式会社、ほのぼの愛
西指定居宅介護支援事業所、鷲鶴建設株式会社、ワシノ建設株式会社
海南土建株式会社、株式会社オカムラ、株式会社佐藤工務店、株式会社佐藤鑿井工

弥富市

業、株式会社ダイセーセントレックス、下里建設株式会社、大栄建設株式会社、大

(12)

浜建設株式会社、中部安全サービス保障株式会社、野田塾弥富校、花井建設株式会
社、弥富建設株式会社

あま市
(8)
大治町
(1)
蟹江町
(7)
飛島村
(0)

株式会社大篠建設、株式会社川惣建設、株式会社河村産業所、重明土建株式会社、
野田塾甚目寺校、野田塾美和校、ほのぼのあま指定居宅介護支援事業所、ほのぼの
デイサービスセンター穂華
野田塾大治校
海部建設株式会社、株式会社大笹組、株式会社加藤建設、株式会社戸谷組、ジェイ
スタイル株式会社、野田塾蟹江校、山田建設株式会社

＜知多地域＞
市町村名

企

(登録数)
半田市
(12)
常滑市
(7)
東海市
(9)
大府市
(6)
知多市
(6)
阿久比町
(2)
東浦町
(4)
南知多町
(3)
美浜町
(1)
武豊町
(4)

業

名

介護付有料老人ホームサンケアはんだ、加藤電機株式会社、株式会社エフテック、
株式会社植田組、株式会社沢田工務店、株式会社清久建設、株式会社大進、株式会
社竹本組、株式会社タスク、株式会社七番組、八洲建設株式会社、有限会社丸満
株式会社浅田組、株式会社石三組、株式会社ショウワ建設、株式会社東海エコン、
株式会社水野組、合資会社石亮組、宗教法人光泉寺
株式会社磯部組、株式会社オームラ組、株式会社シンキ・コーポレーション、株式
会社東海興業、株式会社中村土木建設、株式会社日東土木、株式会社美南組、八島
建設合資会社、ヤマダインフラテクノス株式会社
門脇商店、株式会社愛知工務店、株式会社花井組、希光建設株式会社、大天工業株
式会社、野田塾大府校
岡田産業株式会社、株式会社尾之内工務店、株式会社粕田組、株式会社日誠、株式
会社村瀬組、有限会社東海ホケン事務所
株式会社岡戸組、株式会社キクテック中部事業所
株式会社ヒューテック、公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団、髙木建設株式
会社、有限会社鈴木組
株式会社石黒組、株式会社石橋組、株式会社石理組

伊藤組建設株式会社

浅野建設株式会社、岩部建設株式会社、株式会社森義工務店、富川建設株式会社

＜西三河地域＞
市町村名
(登録数)

企

業

名

愛知環状鉄道株式会社、浅井土木建設株式会社、朝日工業株式会社、石田設備株式
会社、今泉建設株式会社、浦上建設株式会社、ASG 有限会社、太田建設株式会社、
小原建設株式会社、株式会社アイテス、株式会社イクス、株式会社逸和工務店、株
岡崎市

式会社岡崎工業、株式会社加藤組、株式会社桐山組、株式会社畔柳組、株式会社シ

(53)

ーエーアイ、株式会社竹内組、株式会社東洋工務店、株式会社トーエネック岡崎支
店、株式会社中根組、株式会社矢田組、株式会社山口土木、共栄商事株式会社、キ
ョウセイ交通大学、倉橋建設株式会社、合資会社サカエ商事、ゴコウ株式会社愛知
営業所、酒部建設株式会社、柴田興業株式会社、白濱建設株式会社、杉林建設株式

会社、スロープガード株式会社、セイコー建設有限会社、大伸建設株式会社、武田
機工株式会社、寺井土木株式会社、東海光学株式会社、トーヨー建設株式会社、成
瀬建設株式会社、野田塾梅園校、野田塾岡崎駅前校、野田塾竜美丘校、野田塾矢作
校、松尾建設株式会社、三河舗装建設株式会社、三和興業株式会社、村井建設株式
会社、村建興業株式会社、ヤマト運輸株式会社岡崎大樹寺支店、ヤマト運輸株式会
社岡崎土井支店、ヤマト運輸株式会社岡崎美合支店、有限会社山田商店
石橋建設興業株式会社、株式会社桶元、株式会社梶川建設、株式会社加藤土木、株
碧南市

式会社 JOB、株式会社角谷技建、株式会社タイヨー、株式会社鉄源組、株式会社長

(15)

谷基業、衣浦電気工事株式会社、木村建設株式会社、親和建設株式会社、白竹建設
株式会社、フジセキ建設株式会社、有限会社高陽
アイシン開発株式会社、石川管工株式会社、角文株式会社、株式会社魚国総本社名
古屋本部、株式会社神真組、株式会社神谷土木、株式会社近藤組、株式会社ジェー
オーコーポレーション、株式会社杉浦組、株式会社豊智建設、株式会社丸末組、株

刈谷市

式会社森工務店、かりや愛知中央生活協同組合、グローカル株式会社愛知営業所、

(27)

佐々木建設株式会社、サンエイ株式会社、三基工業株式会社、関興業株式会社、中
央プランテック株式会社、野田塾刈谷校、野田塾刈谷南校、丸久商事株式会社、ヤ
マト運輸株式会社刈谷支店、ヤマト運輸株式会社刈谷半城土支店、有限会社興伸製
作所、有限会社ヒマラヤ商会、吉原建設株式会社
愛豊開発株式会社、青木建設株式会社、安健建設株式会社、安藤建設株式会社、安
藤工務株式会社、稲武土建株式会社、ウネベ建設株式会社、沖土木建設株式会社、
桶兼住設株式会社、小野電気株式会社、金山建設株式会社、株式会社安藤組、株式
会社市川土木、株式会社稲本組、株式会社今井組、株式会社宇井工務店、株式会社
エイディーグリーン、株式会社小野組、株式会社尾割組、株式会社加藤土木、株式
会社河合組、株式会社小松、株式会社榊建設、株式会社佐藤組、株式会社島村工務
店、株式会社杉田組、株式会社鈴喜組、株式会社鈴木工務店、株式会社 TB エンジ
ニアリング、株式会社 TB テクノグリーン、株式会社テクナス、株式会社藤和アス
コン、株式会社トヨタ中央自動車学校、株式会社成瀬組、株式会社原田工務店、株

豊田市

式会社三宅組、株式会社ユーネットランス、河木興業株式会社、近藤建設工業株式

(74)

会社、近藤商事土木株式会社、猿投建設工業株式会社、澤組株式会社、松寿建設株
式会社、須藤建設工業株式会社、太啓建設株式会社、太平産業株式会社、田中建設
工業株式会社、中部産業株式会社、東海建設株式会社、東豊株式会社、東明土木株
式会社、トヨタ生活協同組合、豊田東海警備株式会社、ナガイ建設株式会社、中澤
建設株式会社、日京工設株式会社、羽布建設株式会社、浜田建設株式会社、フクタ
建設株式会社、藤本建設株式会社、プラマック株式会社、豊栄交通株式会社、豊清
建設株式会社、松山建設工業株式会社、三河商事株式会社、三登建設株式会社、宮
川建設株式会社、宮田電工株式会社、明豊自動車株式会社、安山建設株式会社、ヤ
ハギ道路株式会社、ヤマト運輸株式会社三河主管支店、有限会社豊南商事、和貴建
設株式会社

安城市

愛知県下 JA-SS グループ(JA あいち経済連)、泉建設工業株式会社、植村建設工業

(21)

株式会社、植村産業株式会社、株式会社クサカ、株式会社合同工業、株式会社サン

エー、株式会社ナルセコーポレーション、株式会社ブライト、株式会社増田組、サ
ン・シールド株式会社、西三建設株式会社、特定非営利活動法人愛知ネット、野田
塾安城校、檜建設株式会社、深津園芸株式会社、三神設備株式会社、緑不動産株式
会社、ヤスキ建設株式会社、ヤマト運輸株式会社安城支店、有限会社三真
愛三舗道建設株式会社、一般財団法人中部電気保安協会西尾営業所、入船興業株式
会社、尾崎建設株式会社、鍛治賢工業株式会社、カネサン建設株式会社、株式会社
磯谷組、株式会社稲垣組、株式会社犬塚組、株式会社岩瀬組、株式会社梅田組、株
式会社オカセイ、株式会社共栄組、株式会社盛南組、株式会社ダイセン、株式会社
丹頂、株式会社プラマー太田、株式会社堀田組、株式会社丸久尾崎組、株式会社森
西尾市

組、株式会社吉田組、吉良建設株式会社、黒柳建設株式会社、恒栄建設株式会社、

(45)

合資会社山崎組、山旺建設株式会社、杉江建設工業株式会社、鈴博建設株式会社、
高杉建設株式会社、田中建設興業株式会社、辻村工業株式会社、寺部安全施設株式
会社、長坂建設興業株式会社、西尾建設株式会社、野沢工務店、野田塾西尾駅前校、
幡豆土建株式会社、松川組、丸京建設株式会社、丸真建設工業株式会社、まるひ建
設株式会社、丸洋建設株式会社、三河建設株式会社、ヤマト運輸株式会社西尾支店、
有限会社サンライト商事

知立市
(6)
高浜市
(3)
みよし市
(6)
幸田町
(4)

株式会社豊光設備、タブチ住設機工株式会社、中一建設工業株式会社、野田塾知立
校、野々山建設株式会社、ヤマト運輸株式会社知立支店
神谷建設株式会社、合資会社榊原商店、ヤマト運輸株式会社碧海支店
岡本組株式会社、株式会社ＮＴＰカーモスト、株式会社ジェームス名古屋、株式会
社 Tcell、野沢建設株式会社、野田塾三好丘校
株式会社石原組、株式会社加藤工業、トヨコンロジスティクス株式会社、林建設株
式会社

＜東三河地域＞
市町村名
(登録数)

企

業

名

青山建設株式会社、朝日土木興業株式会社、株式会社オーテック、株式会社カイテッ
ク、株式会社クライム、株式会社新和技建、株式会社中部、株式会社内藤組、北河建設
興業株式会社、日下建設株式会社、合同会社 Syuhari、神野建設株式会社、シンフォニ
豊橋市
(32)

アテクノロジー株式会社豊橋製作所、成豊土建有限会社、大松建設興業株式会社、谷
山建設株式会社、中採工事株式会社、東海興業株式会社、東三建設株式会社、特定非営
利活動法人クオーレ、豊橋建設工業株式会社、平中電気株式会社、藤城建設株式会社、
豊立工業株式会社、豊和リース有限会社、三河土建株式会社、ヤクルト愛知県防犯協
力会、ヤマト運輸株式会社豊橋小鷹野支店、ヤマト運輸株式会社豊橋新栄支店、ヤマ
ト運輸株式会社豊橋西幸支店、有限会社ティ＆ティ、レンテック大敬グループ

豊川市
(11)

蒲郡市
(11)

岡田建設株式会社、株式会社佐脇組、株式会社波多野組、株式会社林工務店、倉橋建設
株式会社、豊川舗装株式会社、鳥井建設株式会社、深谷建設株式会社、豊和商事有限会
社、ヤマト運輸株式会社宝飯支店、有限会社トーシン
株式会社市川組、株式会社今井組、株式会社家治川組、株式会社ケイディーエル、株式
会社酒伊組、株式会社丸伊組、蒲郡信用金庫本部、鈴中工業株式会社、東京戸張株式会
社、日本信託警備株式会社、ヤマト運輸株式会社蒲郡支店
愛新建設株式会社、イズテック株式会社新城工場、小笠原建設株式会社、株式会社ご

新城市

んだ、株式会社庄田組、株式会社田村組、竹下商店、内藤建設株式会社、松井建拓株式

(14)

会社、丸利建設株式会社、三河建設工業株式会社、三菱電機株式会社名古屋製作所新
城工場、ヤマト運輸株式会社新城支店、有限会社柴田商店
愛知海運産業株式会社、渥美建設株式会社、太田建設工業株式会社、小笠原建設興業
株式会社、株式会社石高組、株式会社伊藤工務店、株式会社崋古組、株式会社河合組、

田原市

株式会社河建、株式会社河辺組、株式会社サイテックス、株式会社菅原土木、株式会社

(23)

土井組、株式会社冨田組、株式会社中森土建、株式会社森下工務店、壽鑛業株式会社、
白井商店、藤建設株式会社、眞木海工株式会社、ヤマト運輸株式会社渥美支店、有限会
社小笠原組、有限会社三友商事

設楽町

カネハチ建設株式会社、株式会社オクミカワ、株式会社佐々木建設、株式会社遠山建

(8)

設、株式会社やまむら工事、設楽建設株式会社、正木建設株式会社、有限会社芦沢建設

東栄町

株式会社岡村組、株式会社佐々木組、株式会社田中組、株式会社森建設、亀山建設株式

(5)
豊根村
(5)

会社、
株式会社イシダ、株式会社熊谷建設、株式会社ナカヤマ、株式会社西尾組、伸和建設株
式会社
(登録総数 907)

