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株式会社服部組 代表取締役 

東海建設株式会社 代表取締役社長 

八神建築株式会社 代表取締役 

村上建設工業株式会社 代表取締役社長 

大島造園土木株式会社 代表取締役 

東郊造園株式会社 代表取締役 

足立建設株式会社 代表取締役  

岩間造園株式会社 代表取締役 

昭和土木株式会社 代表取締役  

株式会社大久保工務店 代表取締役 

株式会社大島組 代表取締役  

大有建設株式会社 代表取締役 

東海緑化株式会社 代表取締役  

恒川建設株式会社 代表取締役 

株式会社共立 代表取締役 

中部土木株式会社 代表取締役社長 

水野建設株式会社 代表取締役社長 

加藤建設株式会社 取締役 

株式会社ダイワ 代表取締役 

石黒建設株式会社 代表取締役 

山城土木株式会社 代表取締役社長 

株式会社山田組 代表取締役 

株式会社水野工務店 代表取締役 

 

株式会社ヒメノ 代表取締役社長 

中日建設株式会社 代表取締役 

南雲和江税理士事務所 税理士   

 

一般社団法人名古屋建設業協会 

 



会　員　名 代表者役職 代表者氏名 郵便番号 所　　在　　地 電話番号 FAX

(あ行）

愛知産業㈱ 代表取締役 粥川賢一 4510082 西区大金町４－６ 521-6181 521-6187

㈱愛知造園 代表取締役 小川博敏 4580003 緑区黒沢台五丁目１４５ 877-3221 876-1895

足立建設㈱ 代表取締役 足立克也 4660832 昭和区駒方町４－２４ 831-3291 833-9635

㈱新井組 代表取締役 加藤浩俊 4660064 昭和区鶴舞四丁目１１－１２ 733-3001 733-3002

荒川造園㈱ 代表取締役 荒川義春 4660014 昭和区東畑町２－１８ 732-0850 731-5281

石黒建設㈱ 代表取締役 古谷豊治 4660051 昭和区御器所一丁目１１－２２ 881-3087 872-4539

㈱石　捨 代表取締役 水野和正 4610027 東区芳野一丁目３－２１ 931-6651 931-8558

㈱石田組 代表取締役 石田侑嗣 4640850 千種区今池一丁目５－１１ 733-7311 733-1605

㈱イースタン 代表取締役 下川床正行 4650093 名東区一社４－２５５　NIYU BLDG ３F 709-7746 709-7747

㈱一晃建設 代表取締役 幅　一晃 4640832 千種区山添町２－６６ 753-1767 753-1787

伊藤建設工業㈱ 代表取締役 伊藤　誠 4550044 港区築三町３－１ 652-2221 651-2749

㈱稲熊造園土木 代表取締役 稲熊居吉 4580812 緑区神の倉四丁目１７４ 876-4618 876-8166

犬飼建設㈱ 代表取締役 犬飼清三 4550806 港区明正二丁目２１５ 382-1255 384-6458

岩間造園㈱ 代表取締役 岩間紀久裕 4670803 瑞穂区中山町６－３－２ 851-7161 851-7169

㈱岩松建設 代表取締役 岩松英樹 4530067 中村区宿跡町２丁目２番地の４ 411-5674 412-1208

植芝園㈱ 代表取締役 橋本貴志 4530032 中村区塩池町一丁目５－２１ 471-1148 471-1149

上野土木㈱ 代表取締役 水野敏明 4640092 千種区茶屋が坂一丁目１７－１１ 722-6221 722-6259

宇佐美工業㈱ 代表取締役社長 宇佐美友和 4570814 南区柴田本通二丁目１２－１ 614-1441 612-5699

梅村建設㈱ 代表取締役 梅村将幸 4540819 中川区烏森町字蓮池１２７ 361-9231 361-9233

㈱エイテック 代表取締役 山田永悟 4620014 北区楠味鋺一丁目１２０４番地 909-5068 793-1331

栄和産業㈱ 代表取締役 矢野暁人 4540055 中川区十番町２－８ 654-1311 654-1312

大井建設㈱ 代表取締役 亀井　茂 4510025 西区上名古屋三丁目２０－２ 521-4311 532-1516

㈱大久保工務店 代表取締役 大久保盛史 4660016 昭和区北山本町１－９－４ 731-1910 731-1962

㈱大島組 代表取締役 大島良三 4620845 北区柳原四丁目２－１ 991-4557 991-4589

大島建設㈱ 代表取締役 大島和三 4650008 名東区猪子石原一丁目１０１ 771-1188 771-7209

大島造園土木㈱ 代表取締役社長 大島健資 4600008 中区栄一丁目１０－３４ 221-1356 218-6690

㈱大平組 代表取締役 大平広英 4550052 港区いろは町２丁目６４番地 653-3917 653-3917

㈱大村技建 代表取締役 藤田　浩 4660822 昭和区楽園町１０－２ 834-3161 833-0629

大矢建設㈱ 代表取締役 大矢金太郎 4680055 天白区池場一丁目６０６ 803-3111 803-3220

岡組建設㈱ 代表取締役 増田紀子 4680055 天白区池場４－２１６ 801-3345 805-2859

㈱オカシズ 代表取締役 大矢英樹 4610022 東区東大曽根町２２－２５ 981-7501 913-5558

㈱おかむら 代表取締役 加藤　積 4540842 中川区宮脇町一丁目３３ 351-4500 351-7194

㈲オワリ 代表取締役 鈴木孝司 4540049 中川区清川町３丁目１－１２ 351-8808 351-8908

（か行）

㈱加藤組 代表取締役 加藤大輝 4630001 守山区上志段味字中屋敷1533 739-0411 736-0401

加藤建設㈱ 代表取締役会長 野中千晴 4660041 昭和区出口町２－４０ 851-6241 853-5265

一般社団法人　　名古屋建設業協会　　会員名簿(令和５年４月１日現在)
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一般社団法人　　名古屋建設業協会　　会員名簿(令和５年４月１日現在)

㈱加藤造園 代表取締役 加藤昌之 4550884 港区七反野一丁目１３０１ 302-6021 302-6765

㈱川口組 代表取締役 加藤利男 4640858 千種区千種三丁目１２－３ 732-2351 732-2354

㈱河田組 代表取締役 河田　健 4530839 中村区長筬町５－２２－１ 411-9374 413-1834

川辺建設㈱ 代表取締役社長 川辺清次 4620844 北区清水二丁目４－１０ 931-0181 931-1280

㈱北川組 取締役社長 北川尚子 4670807 瑞穂区駒場町７－４ 853-1100 851-4500

㈱木津工務店 代表取締役 中根唯喜 4640077 千種区神田町１１－４ 711-9586 723-2195

木下工業㈱ 代表取締役 木下雅隆 4630004 守山区吉根一丁目２２０５ 736-2348 736-1466

㈱共栄土建 代表取締役 荒川栄三 4580034 緑区若田二丁目１６１０ 624-2320 624-2325

㈱共立 代表取締役 戸谷敬重 4540921 中川区中郷二丁目１６０ 354-7477 354-7496

㈱協立造園技研 代表取締役社長 芝田典明 4630031 守山区本地が丘１７０６ 799-3075 799-3076

協和重機㈱ 代表取締役 近藤俊弘 4700103 日進市北新町殿ケ池中662-1 0561-73-1161 0561-74-1688

球磨建設㈱ 代表取締役 井指政一 4550863 港区新茶屋1丁目１７２２－２ 302-8731 302-8734

㈱小出組 代表取締役 小出正義 4550851 港区東茶屋一丁目１５７ 302-3338 302-3304

㈱光建 代表取締役 正田要一 4600012 中区千代田一丁目７－８ 251-2261 251-0267

㈱小島組 代表取締役社長 小島智徳 4550021 港区木場町１－６ 691-7060 692-9388

㈱五大 代表取締役 金山尚一 4580842 緑区鳴海町上ノ山18-5 893-6817 893-6827

小玉工業㈱ 代表取締役 小玉忠雄 4520814 西区南川町４８ 501-3578 503-6330

㈱近藤園芸 代表取締役 近藤弘和 4640850 千種区今池一丁目７－１０ 741-4587 741-0087

（さ行）

㈱サクラダ 代表取締役 川中有志 4650093 名東区一社４丁目２５５番地 NIYU BLDG３F 715-6801 715-6802

㈱三樹園 代表取締役 奥村保弘 4650058 名東区貴船一丁目２９－１ 701-5103 703-4379

㈱サンテック 代表取締役 金山大鎰 4530837 中村区二瀬町１－２ 462-0268 462-0280

㈱三和建設 代表取締役社長 林　丈晴 4670856 瑞穂区新開町９－３ 882-3631 882-3634

シーエヌ建設㈱ 代表取締役社長 山口善久 4530013 中村区亀島一丁目４－１２ 451-4507 451-4516

㈱シーテック 代表取締役 仰木一郎 4598014 緑区忠治山１０１番地 710-1079 710-2640

㈱柴田組 代表取締役 柴田邦春 4520803 西区大野木一丁目３２ 501-1436 501-1184

松紅園㈱ 代表取締役 高村芳行 4530052 中村区森末町３－５３ 461-3311 461-3312

昭和造園土木㈱ 代表取締役 一木　寛 4680008 天白区一本松一丁目１３０５ 861-7602 861-7570

昭和土木㈱ 代表取締役 神野晋也 4680001 天白区植田山五丁目２３０１ 831-5191 832-2348

親栄建設㈱ 代表取締役 宇治野親吾 4620014 北区楠味鋺五丁目９０６ 901-1193 901-1185

㈱杉本組（昭和） 代表取締役 杉本憲昭 4660821 昭和区前山町１－６３ 763-4832 761-3558

㈱杉本組（中） 代表取締役 杉本高男 4600024 中区正木四丁目１０－１５ 681-6541 682-5229

鈴中工業㈱ 代表取締役 鈴木康仁 4600002 中区丸の内一丁目９－７ 222-7701 222-7702

（た行）

㈱ダイエーディスポウズ 代表取締役 笹野清孝 4530849 中村区稲西町２０８ 411-3811 411-4466

大栄建設㈱ 代表取締役 堀井稔博 4650018 名東区八前二丁目８０７ 772-0051 772-0053

大勝建設㈱ 代表取締役 瀬戸口和子 4580031 緑区旭出二丁目１６０８ 896-5852 896-8052
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大東建設㈱ 代表取締役 清家彰規 4580008 緑区平手北二丁目111番地 846-7570 846-7540

大有建設㈱ 代表取締役 川中喜雄 4600022 中区金山五丁目１４－２ 881-1580 881-3722

太洋基礎工業㈱ 代表取締役 加藤行正 4540871 中川区柳森町１０７ 362-6351 362-6398

㈱ダイワ 代表取締役 長谷川聖記 4640086 千種区萱場一丁目４－４ 722-1111 722-2266

大和建設㈱ 代表取締役 本間ユカリ 4620014 北区楠味鋺４丁目１９０５番地 901-8117 737-6571

滝藤建設㈱ 代表取締役 滝　和弘 4660849 昭和区南分町三丁目４６番地 852-6216 852-6284

㈱竹居組 代表取締役 竹居義彦 4680066 天白区元八事１－５４ 831-5101 831-5123

㈱タケコシ 代表取締役 木村　昭 4640003 千種区新西二丁目８番５号 760-2050 760-2045

㈱竹常 代表取締役 森　泰嘉 4670803 瑞穂区中山町1-12 889-2333 883-7721

㈱谷内工務店 代表取締役 谷内かずみ 4598001 緑区大高町字寅新田６－１ 622-0050 622-0049

千種土建㈱ 代表取締役 堀田守人 4650093 名東区一社三丁目１３５－１ 709-5341 709-5343

中電 不動産㈱ 取締役建設・緑化部長 森　不可止 4570832 南区浜中町二丁目4-2 614-7725 614-7713

中日建設㈱ 代表取締役社長 髙木賢一朗 4600016 中区橘一丁目１－２０ 321-6501 321-6946

中日コプロ㈱ 代表取締役 本多誠之 4640851 千種区今池南２６－４ 733-8135 733-8188

中部土木㈱ 代表取締役社長 難波陽一 4650092 名東区社台三丁目１２５ 776-5551 777-3319

恒川建設㈱ 代表取締役 恒川正善 4540976 中川区服部一丁目１４０４ 431-1221 431-1223

鉄名建設㈱ 代表取締役社長 塩畑泰典 4630021 守山区大森四丁目１０７ 799-0505 799-0523

㈱東海維持管理工業 代表取締役 田端浩之 4600011 中区大須四丁目7番3号 684-6271 684-6277

東海建設㈱ 代表取締役社長 近藤　正 4550071 港区新船町１－１ 661-7171 651-6050

東海通建㈱ 代表取締役 板谷和哉 4660815 昭和区山手通一丁目６番地 832-3021 0561-64-1288

東海緑化㈱ 代表取締役 小山　了 4550071 港区新船町１－１ 651-5252 651-5225

東郊造園㈱ 代表取締役 奥田一善 4660037 昭和区恵方町１－１１－２ 853-2625 853-2630

東邦ガステクノ㈱ 代表取締役 加藤孝治 4660059 昭和区福江三丁目７－７ 871-3584 871-3587

徳倉建設㈱ 代表取締役社長 德倉正晴 4608615 中区錦三丁目１３－５ 961-3275 961-3393

㈱冨田造園開発 代表取締役 若杉恭子 4630033 守山区森孝東一丁目３０３ 777-2300 772-1850

豊田㈱ 代表取締役 豊田正二郎 4610025 東区徳川二丁目９－１８ 935-5561 935-5638

（な行）

㈱ナカガワ 代表取締役 中川　勲 4570842 南区戸部下1丁目1701 691-6200 691-6203

㈱中建 代表取締役 早川金一 4620824 北区芳野三丁目１２－７ 931-7001 936-7003

（資）中島工務店 代表社員 中島　正 4540935 中川区東起町５－５３ 381-0910 381-1004

㈱中嶋造園土木 代表取締役 中嶋和敏 4600008 中区栄３－１２－６ 238-1300 238-1301

㈱　長瀬組 代表取締役 長瀬　史典 4510031 西区城西四丁目２５－２０ 531-1536 531-1534

㈱中屋工務店 代表取締役 中谷三数 4630003 守山区大字下志段味三丁目３２０８番地 736-1653 736-1796

㈱中日本造園土木 代表取締役 水野和三 4570021 南区鶴里町１－５２ 824-8070 811-3343

名古屋緑地建設㈱ 代表取締役 日比晴好 4660842 昭和区檀溪通２－３９－２ 833-5733 834-0570

㈱南部企業 代表取締役 田崎昭次 4550003 港区辰己町3番5号 653-1725 653-8507

ニッセツ㈱ 代表取締役 北川英明 4540051 中川区大山町４６ 362-2757 352-9646
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㈱日東建設 代表取締役 柏木博喜 4600026 中区伊勢山二丁目１１－３３ 321-5503 321-5099

日本園芸建設㈱ 代表取締役 青山尚正 4640067 千種区池下一丁目７－１２ 751-8181 761-6311

日本技建㈱ 代表取締役社長 酒向秀次 4530861 中村区岩塚本通４－１１ 412-1255 412-1256

㈱　二友組 代表取締役 辻　　亨 4650093 名東区一社四丁目２５５番地 709-7700 709-7788

丹羽髙村造園㈱ 代表取締役 髙村直樹 4640847 千種区今池三丁目１２番１２号 784-9400 784-9410

㈱ノゼキ 代表取締役 関谷良孝 4550806 港区明正二丁目281 383-6289 383-5168

延島建設㈱ 代表取締役 大島有司 4650008 名東区猪子石原一丁目101大島ビル３Ｆ 760-4721 760-4713

（は行）

㈱服部組 代表取締役 服部善弘 4560055 熱田区南一番町２０－３ 661-8211 654-3616

㈱服部工務店 代表取締役 榊原正章 4570023 南区芝町１８１－１ 821-6266 829-5021

早川建設㈱ 代表取締役 早川泰弘 4630048 守山区小幡南二丁目２番３４号 794-1906 794-8522

日之出造園㈱ 代表取締役 中島彦之 4650047 名東区小池町４５９－１ 773-1235 772-8366

㈲久田工事 代表取締役 久田重義 4550832 港区宝神三丁目３０５番地 383-2767 383-2767

㈱ヒメノ 代表取締役社長 椋木和之 4610022 東区東大曽根町１２－１９ 935-8571 935-4835

㈱平岩建設 代表取締役 平岩晴雄 4580807 緑区砂田一丁目１１０３番地 623-2344 623-8520

フジ造園土木㈱ 代表取締役 成田伸男 4550831 港区十一屋二丁目４ 383-2989 383-2990

藤貴建設㈱ 代表取締役 伊藤恵子 4680026 天白区土原二丁目４２１ 802-1808 802-1883

㈱藤本建設 代表取締役 藤本　司 4630079 守山区幸心四丁目702番地 792-1098 793-6820

フルタ工業㈱ 代表取締役 古田貴幸 4630072 守山区金屋一丁目１０－３１ 794-1301 791-2166

㈱保坂工業所 代表取締役 保坂光俊 4630046 守山区苗代一丁目１－２９ 791-6465 791-6688

星野造園土木㈱ 代表取締役 星野鋎治 4520805 西区市場木町２０２－１ 501-0436 504-2089

㈲北斗土木 代表取締役 松山光子 4580847 緑区浦里三丁５４番地 853-9797 853-9798

㈱本陣 代表取締役 梅岡美喜男 4610048 東区矢田南三丁目１３－７ 722-3000 722-8311

（ま行）

㈱前田組 代表取締役 前田　靖 4660031 昭和区紅梅町３－３ 852-2225 852-2228

丸桶建設㈱ 代表取締役 青山伸一 4580922 緑区桶狭間切戸２１０９番地 623-2703 624-6037
㈲丸喜建設 代表取締役 近藤千春 4550855 港区藤前一丁目１０５ 301-8796 302-5585
㈱マルケイ 代表取締役 江崎賢一 4630068 守山区瀬古３丁目１４０８番地 794-3355 793-5905

水野建設㈱ 代表取締役 野澤　均 4640031 千種区徳川山町一丁目１２－３０ 752-8412 846-2323

㈱水野工務店 代表取締役社長 山本光二 4570072 南区寺部通４－２３ 822-0014 811-3103

㈱ミズホエンジニアリング 代表取締役 長谷川友美 4670017 瑞穂区東栄町五丁目１２番地の５ 859-1701 859-1705

㈱宮本建設 代表取締役 宮本相進 4530835 中村区上石川町４－１０ 412-7706 412-1902

㈱麦島建設 代表取締役 麦島悦司 4660064 昭和区鶴舞二丁目１９－１０ 872-6106 872-6910

村上建設工業㈱ 代表取締役社長 村上欽哉 4670825 瑞穂区柳ケ枝町２－６０ 871-6541 871-7437

村繁造園土木㈱ 代表取締役 村瀬英治 4620063 北区丸新町８５ 902-3963 902-2852

名工建設㈱ 代表取締役社長 松野篤二 4506113 中村区名駅１－１－４タワーズ３５階 756-2492 462-1825

名盛建設㈱ 代表取締役 眞城壮司 4580847 緑区浦里５丁目１００ 621-4455 621-4411
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名鉄エリアパートナーズ（株） 代表取締役 林　裕二 4570058 南区前浜通７丁目２８番地 822-2842 822-0507

名東土木サービス㈱ 代表取締役社長 本田寛文 4630054 守山区小六町９－１６ 791-4870 791-4601

㈱名南技建 代表取締役 鈴木善治 4570054 南区砂口町８０番地の２ 821-3955 823-5040

森下建設㈱ 代表取締役 森下　廣 4550821 港区高木町２－１４－２ 383-1916 383-1939

諸戸緑化産業㈱ 代表取締役 諸戸　達 4530047 中村区元中村町三丁目４４ 483-5851 483-5881

（や行）

八神建築㈱ 代表取締役 八神威雄 4610040 東区矢田町五丁目８－２９ 721-6651 721-3623

㈱安井組 代表取締役 安井善信 4550874 港区西福田四丁目６１０ 301-8400 301-7518

安井建設㈱ 代表取締役 森下昇 4580039 緑区四本木９３０ 621-3111 621-3114

矢田川建設㈱ 代表取締役 寺尾邦子 4630021 守山区大森五丁目１１１４ 798-1180 798-0737

ヤハギ緑化㈱ 取締役社長 舩橋太道 4610004 東区葵三丁目１９－７ 937-6551 937-0771

㈱山越 代表取締役社長 相澤宏暢 4510051 西区則武新町1-3-5 571-8977 565-0746

山城土木㈱ 代表取締役社長 松山茂浩 4580847 緑区浦里三丁目３９ 892-6128 892-6175

㈱山田組 代表取締役 山田洋二郎 4540962 中川区戸田五丁目１２１３ 301-6121 303-2715

㈱山田商会 代表取締役 山田豊久 4550005 港区新川町２丁目１－４ 652-1287 652-7524

㈱ユーテック 代表取締役 今井浩晴 4600022 中区金山五丁目１６番２号 884-2838 884-2790

縁エキスパート（株） 代表取締役 辻　亨 4650094 名東区亀の井三丁目189番地 753-3725 753-3735

（ら行）

ルシア㈱ 代表取締役 村上詩織 4570826 南区中割町１－４４ 746-0808 892-3666

六合㈱ 代表取締役 横山隆一 4600003 中区錦三丁目１０－３３ 201-5851 201-5857
賛助会員

岡田工業㈱名古屋支店 支店長 岡田耕一 4550821 港区高木町２－２７ 382-0826 382-0583

奥田工業㈱名古屋支店 取締役支店長 日比野直宏 4660852 昭和区萩原町２－１２ 763-6688 763-6267

㈱加藤建設名古屋支店 代表取締役社長 加藤　明 4550831 港区十一屋二丁目４番地 383-2985 383-2987

㈱河村産業所名古屋支店 取締役支店長 岡林秀樹 4500002 中村区名駅４丁目１０－２４ 551-1281 551-1282

太啓建設㈱名古屋支店 取締役社長 大矢伸明 4620819 北区平安一丁目７－１３ 991-5186 916-2480

大幸建設工業㈱名古屋支店 代表取締役 前川寿之 4620844 北区清水５－５－１９ 981-8819 0568-33-5101

㈱長谷川工務店 代表取締役 長谷川鉱 4860932 春日井市松河戸町4丁目７－６ 0568-81-5455 0568-82-3830

㈱村瀬組名古屋支店 支店長 加藤淳史 4570825 南区堤起町１－５ 612-2282 614-3332

安田㈱名古屋支店 取締役支店長 横野　悟 4600012 中区千代田四丁目２３－２第五富士ビル2Ｆ 321-2952 321-7933

ヤハギ道路㈱名古屋支店 取締役社長 櫻井正典 4680011 天白区平針２丁目907 846-5904 846-5905

合　　　　計


