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1 岐建（株） 岐⾩県⼤垣市⻄崎町２ー４６ 土木一式 185
1 岐建（株） 岐⾩県⼤垣市⻄崎町２ー４６ 建築一式 175
1 岐建（株） 岐⾩県⼤垣市⻄崎町２ー４６ とび・土工・コンクリート 170
1 岐建（株） 岐⾩県⼤垣市⻄崎町２ー４６ 管 170
1 岐建（株） 岐⾩県⼤垣市⻄崎町２ー４６ 舗装 170
1 岐建（株） 岐⾩県⼤垣市⻄崎町２ー４６ 内装仕上 170
1 岐建（株） 岐⾩県⼤垣市⻄崎町２ー４６ 造園 170
1 岐建（株） 岐⾩県⼤垣市⻄崎町２ー４６ 水道施設 170
1 岐建（株） 岐⾩県⼤垣市⻄崎町２ー４６ 解体工事 170
2 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 岐⾩県⼤垣市神田町２‐５５ 土木一式 180
2 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 岐⾩県⼤垣市神田町２‐５５ 建築一式 165
2 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 岐⾩県⼤垣市神田町２‐５５ とび・土工・コンクリート 160
2 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 岐⾩県⼤垣市神田町２‐５５ 電気 160
2 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 岐⾩県⼤垣市神田町２‐５５ 管 160
2 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 岐⾩県⼤垣市神田町２‐５５ 舗装 160
2 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 岐⾩県⼤垣市神田町２‐５５ 内装仕上 160
2 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 岐⾩県⼤垣市神田町２‐５５ 造園 160
2 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 岐⾩県⼤垣市神田町２‐５５ 水道施設 160
2 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 岐⾩県⼤垣市神田町２‐５５ 解体工事 160
3 （株）土屋Ｒ＆Ｃ 岐⾩県⼤垣市禾森町３丁目２０６３番地２ 土木一式 90
3 （株）土屋Ｒ＆Ｃ 岐⾩県⼤垣市禾森町３丁目２０６３番地２ 建築一式 90
3 （株）土屋Ｒ＆Ｃ 岐⾩県⼤垣市禾森町３丁目２０６３番地２ とび・土工・コンクリート 90
3 （株）土屋Ｒ＆Ｃ 岐⾩県⼤垣市禾森町３丁目２０６３番地２ 鋼構造物 90
3 （株）土屋Ｒ＆Ｃ 岐⾩県⼤垣市禾森町３丁目２０６３番地２ 舗装 90
3 （株）土屋Ｒ＆Ｃ 岐⾩県⼤垣市禾森町３丁目２０６３番地２ 内装仕上 90
3 （株）土屋Ｒ＆Ｃ 岐⾩県⼤垣市禾森町３丁目２０６３番地２ 水道施設 90
3 （株）土屋Ｒ＆Ｃ 岐⾩県⼤垣市禾森町３丁目２０６３番地２ 解体工事 90
4 三建産業（株） 岐⾩県⼤垣市十六町８４８ 土木一式 122
4 三建産業（株） 岐⾩県⼤垣市十六町８４８ とび・土工・コンクリート 122
4 三建産業（株） 岐⾩県⼤垣市十六町８４８ 管 122
4 三建産業（株） 岐⾩県⼤垣市十六町８４８ 舗装 122
4 三建産業（株） 岐⾩県⼤垣市十六町８４８ 水道施設 122
4 三建産業（株） 岐⾩県⼤垣市十六町８４８ 解体工事 122
5 木村建設（株） 岐⾩県⼤垣市室本町４‐６４ 土木一式 142
5 木村建設（株） 岐⾩県⼤垣市室本町４‐６４ 建築一式 142
5 木村建設（株） 岐⾩県⼤垣市室本町４‐６４ とび・土工・コンクリート 142
5 木村建設（株） 岐⾩県⼤垣市室本町４‐６４ 管 142
5 木村建設（株） 岐⾩県⼤垣市室本町４‐６４ 舗装 142
5 木村建設（株） 岐⾩県⼤垣市室本町４‐６４ 塗装 142
5 木村建設（株） 岐⾩県⼤垣市室本町４‐６４ 造園 142
5 木村建設（株） 岐⾩県⼤垣市室本町４‐６４ 水道施設 142
5 木村建設（株） 岐⾩県⼤垣市室本町４‐６４ 解体工事 142
9 （株）植倉造園 岐⾩県⼤垣市南若森町８２３ー３ 土木一式 79
9 （株）植倉造園 岐⾩県⼤垣市南若森町８２３ー３ とび・土工・コンクリート 79
9 （株）植倉造園 岐⾩県⼤垣市南若森町８２３ー３ 造園 79
11 （株）三晃建設 岐⾩県⼤垣市小泉町３８０ー１ 土木一式 107
11 （株）三晃建設 岐⾩県⼤垣市小泉町３８０ー１ 舗装 107
12 （株）高岩組 岐⾩県⼤垣市本今４‐６７‐５ 土木一式 103
12 （株）高岩組 岐⾩県⼤垣市本今４‐６７‐５ 建築一式 103
12 （株）高岩組 岐⾩県⼤垣市本今４‐６７‐５ とび・土工・コンクリート 103
12 （株）高岩組 岐⾩県⼤垣市本今４‐６７‐５ 舗装 103
12 （株）高岩組 岐⾩県⼤垣市本今４‐６７‐５ 水道施設 103
12 （株）高岩組 岐⾩県⼤垣市本今４‐６７‐５ 解体工事 103
13 （株）倉望工業 岐⾩県⼤垣市昼飯町３７３ー７ 建築一式 30
18 森塗装工業（株） 岐⾩県⼤垣市美和町１８４８‐７ 塗装 20
21 豊和設備（株） 岐⾩県⼤垣市⻑松町１０８７ー１ 土木一式 10
21 豊和設備（株） 岐⾩県⼤垣市⻑松町１０８７ー１ 管 10
21 豊和設備（株） 岐⾩県⼤垣市⻑松町１０８７ー１ 水道施設 10
32 ミドリサービス（株） 岐⾩県⼤垣市中川町１ー５ 土木一式 20
32 ミドリサービス（株） 岐⾩県⼤垣市中川町１ー５ とび・土工・コンクリート 20
32 ミドリサービス（株） 岐⾩県⼤垣市中川町１ー５ 造園 20
37 （有）安藤産業 岐⾩県⼤垣市小泉町２９２ー１ 土木一式 85
37 （有）安藤産業 岐⾩県⼤垣市小泉町２９２ー１ とび・土工・コンクリート 90
37 （有）安藤産業 岐⾩県⼤垣市小泉町２９２ー１ 舗装 85
37 （有）安藤産業 岐⾩県⼤垣市小泉町２９２ー１ 塗装 85
38 （株）久楽園 岐⾩県⼤垣市⼤島町１ー１７７ー１ 造園 10
39 ⼤橋建設（株） 岐⾩県⼤垣市南頬町１ー１４４ー１ 土木一式 61
39 ⼤橋建設（株） 岐⾩県⼤垣市南頬町１ー１４４ー１ 建築一式 61
39 ⼤橋建設（株） 岐⾩県⼤垣市南頬町１ー１４４ー１ とび・土工・コンクリート 61
39 ⼤橋建設（株） 岐⾩県⼤垣市南頬町１ー１４４ー１ 舗装 61
45 木村木工所 岐⾩県⼤垣市中野町５‐９６‐２ 内装仕上 0
45 木村木工所 岐⾩県⼤垣市中野町５‐９６‐２ 建具 0
60 早野建設 岐⾩県⼤垣市綾野１‐１３５ 土木一式 0
60 早野建設 岐⾩県⼤垣市綾野１‐１３５ 建築一式 0
60 早野建設 岐⾩県⼤垣市綾野１‐１３５ とび・土工・コンクリート 0
61 （株）吉田工務店 岐⾩県⼤垣市赤坂町３２２５ー１ 土木一式 105
61 （株）吉田工務店 岐⾩県⼤垣市赤坂町３２２５ー１ 建築一式 105
61 （株）吉田工務店 岐⾩県⼤垣市赤坂町３２２５ー１ とび・土工・コンクリート 105
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61 （株）吉田工務店 岐⾩県⼤垣市赤坂町３２２５ー１ 管 105
61 （株）吉田工務店 岐⾩県⼤垣市赤坂町３２２５ー１ 舗装 105
61 （株）吉田工務店 岐⾩県⼤垣市赤坂町３２２５ー１ 塗装 105
61 （株）吉田工務店 岐⾩県⼤垣市赤坂町３２２５ー１ 造園 105
61 （株）吉田工務店 岐⾩県⼤垣市赤坂町３２２５ー１ 水道施設 105
62 （有）吉治 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市島町２０２番地 土木一式 10
62 （有）吉治 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市島町２０２番地 とび・土工・コンクリート 10
62 （有）吉治 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市島町２０２番地 舗装 10
67 （株）堀組 ⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町１‐６ 土木一式 100
67 （株）堀組 ⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町１‐６ 舗装 100
67 （株）堀組 ⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町１‐６ 造園 100
67 （株）堀組 ⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町１‐６ 水道施設 100
76 （株）山中工務店 岐⾩県⼤垣市南高橋町３‐１０２ 土木一式 20
76 （株）山中工務店 岐⾩県⼤垣市南高橋町３‐１０２ 建築一式 20
78 松井工業（株） 岐⾩県⼤垣市築捨町５‐８６‐１ 土木一式 120
78 松井工業（株） 岐⾩県⼤垣市築捨町５‐８６‐１ 管 120
78 松井工業（株） 岐⾩県⼤垣市築捨町５‐８６‐１ 機械器具設置 120
78 松井工業（株） 岐⾩県⼤垣市築捨町５‐８６‐１ 水道施設 120
78 松井工業（株） 岐⾩県⼤垣市築捨町５‐８６‐１ 消防施設 120
79 アシタバ（株） 岐⾩県⼤垣市波須１ー４４０ー１ 土木一式 56
79 アシタバ（株） 岐⾩県⼤垣市波須１ー４４０ー１ 建築一式 56
79 アシタバ（株） 岐⾩県⼤垣市波須１ー４４０ー１ 造園 56
85 （株）宇佐美組 岐⾩県⼤垣市浅草１ー２８０ 土木一式 131
85 （株）宇佐美組 岐⾩県⼤垣市浅草１ー２８０ 建築一式 126
85 （株）宇佐美組 岐⾩県⼤垣市浅草１ー２８０ とび・土工・コンクリート 126
85 （株）宇佐美組 岐⾩県⼤垣市浅草１ー２８０ 舗装 131
85 （株）宇佐美組 岐⾩県⼤垣市浅草１ー２８０ 水道施設 126
85 （株）宇佐美組 岐⾩県⼤垣市浅草１ー２８０ 解体工事 126
86 （株）セイノー防災工業 岐⾩県⼤垣市南若森４丁目８２番地 とび・土工・コンクリート 0
86 （株）セイノー防災工業 岐⾩県⼤垣市南若森４丁目８２番地 塗装 0
86 （株）セイノー防災工業 岐⾩県⼤垣市南若森４丁目８２番地 消防施設 0
89 神鋼造機（株） 岐⾩県⼤垣市本今町１６８２ー２ 電気 10
89 神鋼造機（株） 岐⾩県⼤垣市本今町１６８２ー２ 機械器具設置 25
91 （株）竹中組 岐⾩県⼤垣市東前１ー８０ー２ 土木一式 87
91 （株）竹中組 岐⾩県⼤垣市東前１ー８０ー２ 建築一式 82
91 （株）竹中組 岐⾩県⼤垣市東前１ー８０ー２ とび・土工・コンクリート 82
91 （株）竹中組 岐⾩県⼤垣市東前１ー８０ー２ 舗装 87
91 （株）竹中組 岐⾩県⼤垣市東前１ー８０ー２ 塗装 82
91 （株）竹中組 岐⾩県⼤垣市東前１ー８０ー２ 水道施設 82
97 （株）イシイ 岐⾩県⼤垣市本今６ー５８ 土木一式 0
97 （株）イシイ 岐⾩県⼤垣市本今６ー５８ とび・土工・コンクリート 0
97 （株）イシイ 岐⾩県⼤垣市本今６ー５８ 舗装 0
97 （株）イシイ 岐⾩県⼤垣市本今６ー５８ しゅんせつ 0
98 中部パークシステム（株） 岐⾩県⼤垣市中川町４ー１５７ー３ とび・土工・コンクリート 0
98 中部パークシステム（株） 岐⾩県⼤垣市中川町４ー１５７ー３ 造園 0
143 （株）⼤橋組 ⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市静里町７７３ー１ 建築一式 90
152 （株）山勉組 岐⾩県⼤垣市桧町３３６ 土木一式 30
152 （株）山勉組 岐⾩県⼤垣市桧町３３６ とび・土工・コンクリート 30
152 （株）山勉組 岐⾩県⼤垣市桧町３３６ 舗装 30
165 ⻄濃機電（株） 岐⾩県⼤垣市野口３‐１‐６ 電気 10
189 （株）共亮興業 岐⾩県⼤垣市三塚町３８２番地５ 土木一式 10
189 （株）共亮興業 岐⾩県⼤垣市三塚町３８２番地５ とび・土工・コンクリート 10
189 （株）共亮興業 岐⾩県⼤垣市三塚町３８２番地５ 塗装 10
190 美濃工研（株） 岐⾩県⼤垣市本今四丁目１３６番地１ 管 75
190 美濃工研（株） 岐⾩県⼤垣市本今四丁目１３６番地１ 水道施設 75
194 （有）結水道 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市波須１丁目１１３ 土木一式 0
194 （有）結水道 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市波須１丁目１１３ とび・土工・コンクリート 0
194 （有）結水道 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市波須１丁目１１３ 管 0
194 （有）結水道 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市波須１丁目１１３ 水道施設 0
195 浅野木材（株） 岐⾩県⼤垣市築捨町２ー６７ 建築一式 0
195 浅野木材（株） 岐⾩県⼤垣市築捨町２ー６７ ⼤工 0
206 （株）牧野工務店 岐⾩県⼤垣市南高橋町２ー４４ 土木一式 96
206 （株）牧野工務店 岐⾩県⼤垣市南高橋町２ー４４ 建築一式 91
206 （株）牧野工務店 岐⾩県⼤垣市南高橋町２ー４４ 水道施設 91
238 （株）沼波組 岐⾩県⼤垣市築捨町１‐６６ 土木一式 40
238 （株）沼波組 岐⾩県⼤垣市築捨町１‐６６ 建築一式 40
247 （株）渡辺組 岐⾩県⼤垣市三本木４ー５８ 土木一式 79
247 （株）渡辺組 岐⾩県⼤垣市三本木４ー５８ 建築一式 79
247 （株）渡辺組 岐⾩県⼤垣市三本木４ー５８ とび・土工・コンクリート 79
247 （株）渡辺組 岐⾩県⼤垣市三本木４ー５８ 舗装 79
247 （株）渡辺組 岐⾩県⼤垣市三本木４ー５８ 水道施設 79
247 （株）渡辺組 岐⾩県⼤垣市三本木４ー５８ 解体工事 79
275 （株）佐々木工業 岐⾩県⼤垣市林町１０‐１２２２‐１ 土木一式 55
275 （株）佐々木工業 岐⾩県⼤垣市林町１０‐１２２２‐１ 舗装 55
278 （株）三輪組 岐⾩県⼤垣市上石津町上多良５９番地１ 土木一式 42
278 （株）三輪組 岐⾩県⼤垣市上石津町上多良５９番地１ とび・土工・コンクリート 42
278 （株）三輪組 岐⾩県⼤垣市上石津町上多良５９番地１ 舗装 42
278 （株）三輪組 岐⾩県⼤垣市上石津町上多良５９番地１ 水道施設 42
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283 （株）斫木村 岐⾩県⼤垣市新田町５ー２２ 土木一式 30
283 （株）斫木村 岐⾩県⼤垣市新田町５ー２２ 建築一式 30
283 （株）斫木村 岐⾩県⼤垣市新田町５ー２２ とび・土工・コンクリート 30
283 （株）斫木村 岐⾩県⼤垣市新田町５ー２２ 解体工事 30
307 松井建設（株） 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町４‐１２‐１ 土木一式 55
307 松井建設（株） 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町４‐１２‐１ 建築一式 55
336 ⼤垣木工建設（株） 岐⾩県⼤垣市寺内町３ー７２ 土木一式 20
336 ⼤垣木工建設（株） 岐⾩県⼤垣市寺内町３ー７２ 建築一式 20
373 （企）国乃産興 岐⾩県⼤垣市和合本町２丁目１７番地 土木一式 40
373 （企）国乃産興 岐⾩県⼤垣市和合本町２丁目１７番地 とび・土工・コンクリート 40
373 （企）国乃産興 岐⾩県⼤垣市和合本町２丁目１７番地 しゅんせつ 40
380 加納水道設備（株） 岐⾩県⼤垣市三津屋町２ー５６ 管 80
380 加納水道設備（株） 岐⾩県⼤垣市三津屋町２ー５６ 機械器具設置 80
380 加納水道設備（株） 岐⾩県⼤垣市三津屋町２ー５６ 水道施設 80
381 （株）丹羽住設 岐⾩県⼤垣市犬ケ渕町２２ 管 65
381 （株）丹羽住設 岐⾩県⼤垣市犬ケ渕町２２ 機械器具設置 65
381 （株）丹羽住設 岐⾩県⼤垣市犬ケ渕町２２ 水道施設 65
393 （株）古宮山建設 岐⾩県⼤垣市南若森町８１７‐２ 土木一式 10
393 （株）古宮山建設 岐⾩県⼤垣市南若森町８１７‐２ 建築一式 10
393 （株）古宮山建設 岐⾩県⼤垣市南若森町８１７‐２ ⼤工 10
394 （株）伊藤建設 岐⾩県⼤垣市赤坂⼤門１ー５９ 土木一式 80
394 （株）伊藤建設 岐⾩県⼤垣市赤坂⼤門１ー５９ 建築一式 75
394 （株）伊藤建設 岐⾩県⼤垣市赤坂⼤門１ー５９ とび・土工・コンクリート 75
395 （株）稲川電気 岐⾩県⼤垣市南高橋町３‐１００ 電気 10
395 （株）稲川電気 岐⾩県⼤垣市南高橋町３‐１００ 電気通信 10
401 （株）⼤翔 岐⾩県⼤垣市和合本町１ー８３３ 土木一式 30
401 （株）⼤翔 岐⾩県⼤垣市和合本町１ー８３３ とび・土工・コンクリート 30
401 （株）⼤翔 岐⾩県⼤垣市和合本町１ー８３３ 水道施設 30
415 （株）桐山組 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２６４４ー２ 土木一式 100
415 （株）桐山組 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２６４４ー２ 建築一式 100
415 （株）桐山組 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２６４４ー２ とび・土工・コンクリート 100
415 （株）桐山組 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２６４４ー２ 管 100
415 （株）桐山組 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２６４４ー２ 鋼構造物 100
415 （株）桐山組 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２６４４ー２ 舗装 100
415 （株）桐山組 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２６４４ー２ 塗装 100
415 （株）桐山組 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２６４４ー２ 内装仕上 100
415 （株）桐山組 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２６４４ー２ 水道施設 100
415 （株）桐山組 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２６４４ー２ 解体工事 100
418 竹内建設（株）墨俣営業所 岐⾩県⼤垣市墨俣町⼤字下宿字下河原１１９０ 土木一式 42
418 竹内建設（株）墨俣営業所 岐⾩県⼤垣市墨俣町⼤字下宿字下河原１１９０ とび・土工・コンクリート 42
418 竹内建設（株）墨俣営業所 岐⾩県⼤垣市墨俣町⼤字下宿字下河原１１９０ 舗装 42
418 竹内建設（株）墨俣営業所 岐⾩県⼤垣市墨俣町⼤字下宿字下河原１１９０ 水道施設 42
418 竹内建設（株）墨俣営業所 岐⾩県⼤垣市墨俣町⼤字下宿字下河原１１９０ 解体工事 42
419 （株）⼤仙組 岐⾩県⼤垣市今町１ー７０ 土木一式 21
433 同和建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市南若森町５３５ 土木一式 22
433 同和建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市南若森町５３５ とび・土工・コンクリート 22
433 同和建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市南若森町５３５ 舗装 22
449 傍島電気商会 岐⾩県⼤垣市静里町字下塩田１４２１ 電気 0
459 今津電気工事（株） 岐⾩県⼤垣市友江１ー１９ 電気 10
463 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 内装仕上 0
463 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 建具 0
519 三立建設㈱ 岐⾩県⼤垣市浅草２‐４２‐１ 土木一式 0
519 三立建設㈱ 岐⾩県⼤垣市浅草２‐４２‐１ とび・土工・コンクリート 0
519 三立建設㈱ 岐⾩県⼤垣市浅草２‐４２‐１ 舗装 0
520 小林造園 岐⾩県⼤垣市牧新田町１４０‐２ 造園 15
521 （株）久野工務店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１４２０番地５ 土木一式 30
521 （株）久野工務店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１４２０番地５ 建築一式 30
521 （株）久野工務店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１４２０番地５ とび・土工・コンクリート 30
521 （株）久野工務店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１４２０番地５ 舗装 30
521 （株）久野工務店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１４２０番地５ 解体工事 30
528 （株）新井工務店 岐⾩県⼤垣市犬ケ渕町６０ー３ とび・土工・コンクリート 0
528 （株）新井工務店 岐⾩県⼤垣市犬ケ渕町６０ー３ 解体工事 0
531 （株）⼤垣ケーブルテレビ 岐⾩県⼤垣市中野町３ー３１ 電気通信 20
590 ⼤垣設備（株） 岐⾩県⼤垣市荒尾町１８１０ー６６ 土木一式 60
590 ⼤垣設備（株） 岐⾩県⼤垣市荒尾町１８１０ー６６ 管 60
590 ⼤垣設備（株） 岐⾩県⼤垣市荒尾町１８１０ー６６ 水道施設 60
610 安田電機暖房（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町５ー２３ 電気 74
610 安田電機暖房（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町５ー２３ 管 74
610 安田電機暖房（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町５ー２３ 機械器具設置 74
610 安田電機暖房（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町５ー２３ 電気通信 74
610 安田電機暖房（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町５ー２３ 消防施設 74
612 （株）川口工務店 岐⾩県⼤垣市室本町２‐５４ 土木一式 30
612 （株）川口工務店 岐⾩県⼤垣市室本町２‐５４ 建築一式 30
613 内藤建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市八島町２３６２ー１ 土木一式 135
613 内藤建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市八島町２３６２ー１ 建築一式 140
613 内藤建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市八島町２３６２ー１ 解体工事 125
620 名石苑 岐⾩県⼤垣市興福地町３丁目８１番地 造園 10
695 小野電産業（株） 岐⾩県⼤垣市築捨町４‐３８‐３ 電気 70
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695 小野電産業（株） 岐⾩県⼤垣市築捨町４‐３８‐３ 管 70
695 小野電産業（株） 岐⾩県⼤垣市築捨町４‐３８‐３ 電気通信 70
695 小野電産業（株） 岐⾩県⼤垣市築捨町４‐３８‐３ 消防施設 75
709 朝日電気（株） 岐⾩県⼤垣市若森町１‐１２１８ 電気 30
709 朝日電気（株） 岐⾩県⼤垣市若森町１‐１２１８ 管 30
709 朝日電気（株） 岐⾩県⼤垣市若森町１‐１２１８ 電気通信 30
709 朝日電気（株） 岐⾩県⼤垣市若森町１‐１２１８ 消防施設 30
746 岡安電気（株） 岐⾩県⼤垣市楽田町３‐６６ 電気 10
750 （有）⼤屋建設 岐⾩県⼤垣市十六町１２７４ 土木一式 0
751 伊藤建工（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市浅草４‐３６ 土木一式 52
751 伊藤建工（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市浅草４‐３６ とび・土工・コンクリート 52
751 伊藤建工（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市浅草４‐３６ 舗装 52
751 伊藤建工（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市浅草４‐３６ 水道施設 52
757 （株）⼤広商事 岐⾩県⼤垣市東前２ー１８ー３ 土木一式 20
757 （株）⼤広商事 岐⾩県⼤垣市東前２ー１８ー３ 管 20
757 （株）⼤広商事 岐⾩県⼤垣市東前２ー１８ー３ 水道施設 20
765 （株）⼤日組 岐⾩県⼤垣市三塚町７０７ 土木一式 30
765 （株）⼤日組 岐⾩県⼤垣市三塚町７０７ 建築一式 30
765 （株）⼤日組 岐⾩県⼤垣市三塚町７０７ とび・土工・コンクリート 30
765 （株）⼤日組 岐⾩県⼤垣市三塚町７０７ 管 30
765 （株）⼤日組 岐⾩県⼤垣市三塚町７０７ 塗装 30
765 （株）⼤日組 岐⾩県⼤垣市三塚町７０７ 防水 30
765 （株）⼤日組 岐⾩県⼤垣市三塚町７０７ 内装仕上 30
765 （株）⼤日組 岐⾩県⼤垣市三塚町７０７ 解体工事 30
772 久富電設（株） 岐⾩県⼤垣市小野一丁目２２番地１ 土木一式 93
772 久富電設（株） 岐⾩県⼤垣市小野一丁目２２番地１ 建築一式 93
772 久富電設（株） 岐⾩県⼤垣市小野一丁目２２番地１ 電気 93
772 久富電設（株） 岐⾩県⼤垣市小野一丁目２２番地１ 管 93
772 久富電設（株） 岐⾩県⼤垣市小野一丁目２２番地１ 機械器具設置 93
772 久富電設（株） 岐⾩県⼤垣市小野一丁目２２番地１ 電気通信 93
772 久富電設（株） 岐⾩県⼤垣市小野一丁目２２番地１ 水道施設 93
772 久富電設（株） 岐⾩県⼤垣市小野一丁目２２番地１ 消防施設 93
783 （株）朱竹 岐⾩県⼤垣市静里町３４３ 造園 10
827 中日本商事（株） 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町３ー３ー２ 土木一式 0
827 中日本商事（株） 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町３ー３ー２ とび・土工・コンクリート 0
827 中日本商事（株） 岐⾩県⼤垣市新⻑沢町３ー３ー２ 塗装 0
832 アイワ電設開発（株）⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市中川町４ー１７４ 電気 0
832 アイワ電設開発（株）⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市中川町４ー１７４ 電気通信 0
833 イビデンエンジニアリング（株） 岐⾩県⼤垣市木⼾町１１２２ 土木一式 90
833 イビデンエンジニアリング（株） 岐⾩県⼤垣市木⼾町１１２２ 電気 90
833 イビデンエンジニアリング（株） 岐⾩県⼤垣市木⼾町１１２２ 管 90
833 イビデンエンジニアリング（株） 岐⾩県⼤垣市木⼾町１１２２ 機械器具設置 90
833 イビデンエンジニアリング（株） 岐⾩県⼤垣市木⼾町１１２２ 水道施設 90
834 明明電業（株） 岐⾩県⼤垣市三塚町７６１‐１ 電気 10
834 明明電業（株） 岐⾩県⼤垣市三塚町７６１‐１ 電気通信 10
837 （株）中部土建 岐⾩県⼤垣市浅草４‐１０６‐１ 土木一式 40
837 （株）中部土建 岐⾩県⼤垣市浅草４‐１０６‐１ 建築一式 40
837 （株）中部土建 岐⾩県⼤垣市浅草４‐１０６‐１ とび・土工・コンクリート 40
837 （株）中部土建 岐⾩県⼤垣市浅草４‐１０６‐１ 舗装 40
842 （有）丸喜安田建設 岐⾩県⼤垣市今福町１３５８ 土木一式 20
842 （有）丸喜安田建設 岐⾩県⼤垣市今福町１３５８ とび・土工・コンクリート 20
843 （株）竹中建設 岐⾩県⼤垣市笠木町６６３ー２ 土木一式 60
843 （株）竹中建設 岐⾩県⼤垣市笠木町６６３ー２ 建築一式 60
843 （株）竹中建設 岐⾩県⼤垣市笠木町６６３ー２ とび・土工・コンクリート 60
843 （株）竹中建設 岐⾩県⼤垣市笠木町６６３ー２ 舗装 60
843 （株）竹中建設 岐⾩県⼤垣市笠木町６６３ー２ 水道施設 60
849 高橋塗装（株） 岐⾩県⼤垣市千鳥町４ー２１ 塗装 44
876 （株）林組 岐⾩県⼤垣市楽田町２ー１６３４ー１ 土木一式 70
876 （株）林組 岐⾩県⼤垣市楽田町２ー１６３４ー１ とび・土工・コンクリート 70
876 （株）林組 岐⾩県⼤垣市楽田町２ー１６３４ー１ 解体工事 75
878 （株）⻑楽園 岐⾩県⼤垣市⻑沢町１‐９１８ 造園 10
884 岡本建材（株） 岐⾩県⼤垣市赤坂新町４‐４４ 土木一式 45
884 岡本建材（株） 岐⾩県⼤垣市赤坂新町４‐４４ とび・土工・コンクリート 45
889 （有）林組 岐⾩県⼤垣市中川町２ー２３０ー１ 土木一式 95
889 （有）林組 岐⾩県⼤垣市中川町２ー２３０ー１ 建築一式 95
889 （有）林組 岐⾩県⼤垣市中川町２ー２３０ー１ とび・土工・コンクリート 95
889 （有）林組 岐⾩県⼤垣市中川町２ー２３０ー１ 舗装 95
890 （株）トクデン 岐⾩県⼤垣市新田町５ー１３ー２ 電気 110
890 （株）トクデン 岐⾩県⼤垣市新田町５ー１３ー２ 管 110
890 （株）トクデン 岐⾩県⼤垣市新田町５ー１３ー２ 機械器具設置 110
890 （株）トクデン 岐⾩県⼤垣市新田町５ー１３ー２ 電気通信 110
896 （株）小林管工 岐⾩県⼤垣市開発町５ー２３ー２ 土木一式 30
896 （株）小林管工 岐⾩県⼤垣市開発町５ー２３ー２ 管 30
896 （株）小林管工 岐⾩県⼤垣市開発町５ー２３ー２ 水道施設 30
993 林工業（株） 岐⾩県⼤垣市馬場町２番地 土木一式 96
993 林工業（株） 岐⾩県⼤垣市馬場町２番地 とび・土工・コンクリート 96
993 林工業（株） 岐⾩県⼤垣市馬場町２番地 管 96
993 林工業（株） 岐⾩県⼤垣市馬場町２番地 鋼構造物 96
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993 林工業（株） 岐⾩県⼤垣市馬場町２番地 塗装 96
993 林工業（株） 岐⾩県⼤垣市馬場町２番地 機械器具設置 96
993 林工業（株） 岐⾩県⼤垣市馬場町２番地 さく井 96
993 林工業（株） 岐⾩県⼤垣市馬場町２番地 水道施設 96
993 林工業（株） 岐⾩県⼤垣市馬場町２番地 消防施設 96
993 林工業（株） 岐⾩県⼤垣市馬場町２番地 解体工事 96
1008 （株）安田電機管工 岐⾩県⼤垣市新田町４ー３６ 管 25
1008 （株）安田電機管工 岐⾩県⼤垣市新田町４ー３６ 水道施設 25
1008 （株）安田電機管工 岐⾩県⼤垣市新田町４ー３６ 消防施設 25
1018 （株）阿藤組 岐⾩県⼤垣市上石津町打上２４９０‐３ 土木一式 56
1018 （株）阿藤組 岐⾩県⼤垣市上石津町打上２４９０‐３ とび・土工・コンクリート 56
1018 （株）阿藤組 岐⾩県⼤垣市上石津町打上２４９０‐３ 舗装 56
1018 （株）阿藤組 岐⾩県⼤垣市上石津町打上２４９０‐３ 水道施設 56
1030 （有）荒川電気商会 岐⾩県⼤垣市荒川町２７１ー３ 電気 10
1102 ⻑良電業（株） 岐⾩県⼤垣市島町１４６‐３ とび・土工・コンクリート 90
1102 ⻑良電業（株） 岐⾩県⼤垣市島町１４６‐３ 電気 90
1102 ⻑良電業（株） 岐⾩県⼤垣市島町１４６‐３ 管 90
1102 ⻑良電業（株） 岐⾩県⼤垣市島町１４６‐３ 電気通信 90
1102 ⻑良電業（株） 岐⾩県⼤垣市島町１４６‐３ 消防施設 90
1137 （有）川瀬組 岐⾩県⼤垣市藤江町３‐９２‐１ 土木一式 60
1137 （有）川瀬組 岐⾩県⼤垣市藤江町３‐９２‐１ とび・土工・コンクリート 60
1149 （株）弘光舎 岐⾩県⼤垣市神田町１‐１ 電気 72
1149 （株）弘光舎 岐⾩県⼤垣市神田町１‐１ 管 72
1149 （株）弘光舎 岐⾩県⼤垣市神田町１‐１ 機械器具設置 72
1149 （株）弘光舎 岐⾩県⼤垣市神田町１‐１ 電気通信 72
1149 （株）弘光舎 岐⾩県⼤垣市神田町１‐１ 消防施設 72
1165 （株）名和装苑 岐⾩県⼤垣市築捨町２ー３８５ー４ 造園 10
1189 ⼤和塗装店 岐⾩県⼤垣市和合本町２‐５０３‐２ 塗装 0
1203 中央電子光学（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市加賀野４ー１ー１０ 電気通信 0
1206 （株）北村造園 岐⾩県⼤垣市⼤島町２‐２０‐１ 造園 10
1233 （株）橋本ターフ・コントロール 岐⾩県⼤垣市東町１‐１７２ 土木一式 10
1233 （株）橋本ターフ・コントロール 岐⾩県⼤垣市東町１‐１７２ とび・土工・コンクリート 10
1233 （株）橋本ターフ・コントロール 岐⾩県⼤垣市東町１‐１７２ 舗装 10
1233 （株）橋本ターフ・コントロール 岐⾩県⼤垣市東町１‐１７２ 造園 10
1234 田中建具 岐⾩県⼤垣市割田町４６５ 内装仕上 0
1234 田中建具 岐⾩県⼤垣市割田町４６５ 建具 0
1244 （株）三浦工務店 岐⾩県⼤垣市昼飯町２１１０ 土木一式 92
1244 （株）三浦工務店 岐⾩県⼤垣市昼飯町２１１０ とび・土工・コンクリート 92
1244 （株）三浦工務店 岐⾩県⼤垣市昼飯町２１１０ 管 92
1244 （株）三浦工務店 岐⾩県⼤垣市昼飯町２１１０ 舗装 92
1245 （株）小林組 岐⾩県⼤垣市北方町１‐１６０３‐１ 土木一式 0
1245 （株）小林組 岐⾩県⼤垣市北方町１‐１６０３‐１ 建築一式 0
1245 （株）小林組 岐⾩県⼤垣市北方町１‐１６０３‐１ とび・土工・コンクリート 0
1245 （株）小林組 岐⾩県⼤垣市北方町１‐１６０３‐１ 舗装 0
1245 （株）小林組 岐⾩県⼤垣市北方町１‐１６０３‐１ 解体工事 0
1246 今津管工（株） 岐⾩県⼤垣市友江２ー１１０ー１ 管 12
1246 今津管工（株） 岐⾩県⼤垣市友江２ー１１０ー１ 水道施設 12
1255 （株）美濃建設 岐⾩県⼤垣市榎⼾町１‐３８８‐１ 土木一式 83
1255 （株）美濃建設 岐⾩県⼤垣市榎⼾町１‐３８８‐１ とび・土工・コンクリート 83
1255 （株）美濃建設 岐⾩県⼤垣市榎⼾町１‐３８８‐１ 舗装 88
1255 （株）美濃建設 岐⾩県⼤垣市榎⼾町１‐３８８‐１ 水道施設 83
1293 日比鑿泉工業 岐⾩県⼤垣市本今２‐２０‐１ さく井 0
1296 揖斐川工業（株） 岐⾩県⼤垣市万石２‐３１ 土木一式 81
1335 （株）カガミ住宅機器 岐⾩県⼤垣市⻄外側町２‐４３ 建築一式 10
1335 （株）カガミ住宅機器 岐⾩県⼤垣市⻄外側町２‐４３ 管 10
1337 （株）児玉建設 岐⾩県⼤垣市中野町２‐６６ 建築一式 10
1342 （株）後藤組 岐⾩県⼤垣市割田１‐４０‐２ 土木一式 77
1342 （株）後藤組 岐⾩県⼤垣市割田１‐４０‐２ 建築一式 47
1342 （株）後藤組 岐⾩県⼤垣市割田１‐４０‐２ とび・土工・コンクリート 77
1342 （株）後藤組 岐⾩県⼤垣市割田１‐４０‐２ 管 77
1342 （株）後藤組 岐⾩県⼤垣市割田１‐４０‐２ 舗装 77
1342 （株）後藤組 岐⾩県⼤垣市割田１‐４０‐２ 塗装 77
1342 （株）後藤組 岐⾩県⼤垣市割田１‐４０‐２ 水道施設 77
1342 （株）後藤組 岐⾩県⼤垣市割田１‐４０‐２ 解体工事 77
1361 イビデングリーンテック（株） 岐⾩県⼤垣市河間町３‐５５ 土木一式 85
1361 イビデングリーンテック（株） 岐⾩県⼤垣市河間町３‐５５ 建築一式 95
1361 イビデングリーンテック（株） 岐⾩県⼤垣市河間町３‐５５ とび・土工・コンクリート 85
1361 イビデングリーンテック（株） 岐⾩県⼤垣市河間町３‐５５ 管 85
1361 イビデングリーンテック（株） 岐⾩県⼤垣市河間町３‐５５ 舗装 85
1361 イビデングリーンテック（株） 岐⾩県⼤垣市河間町３‐５５ 造園 110
1361 イビデングリーンテック（株） 岐⾩県⼤垣市河間町３‐５５ 水道施設 85
1363 （株）イビソク 岐⾩県⼤垣市築捨町３ー１０２ 土木一式 10
1363 （株）イビソク 岐⾩県⼤垣市築捨町３ー１０２ とび・土工・コンクリート 10
1363 （株）イビソク 岐⾩県⼤垣市築捨町３ー１０２ 造園 10
1371 （株）金山組 岐⾩県⼤垣市上石津町一之瀬２３５ー１ 土木一式 51
1371 （株）金山組 岐⾩県⼤垣市上石津町一之瀬２３５ー１ 建築一式 41
1371 （株）金山組 岐⾩県⼤垣市上石津町一之瀬２３５ー１ とび・土工・コンクリート 41
1371 （株）金山組 岐⾩県⼤垣市上石津町一之瀬２３５ー１ 舗装 41
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1414 （株）トーエネック ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市築捨町４ー１１１ 電気 0
1414 （株）トーエネック ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市築捨町４ー１１１ 消防施設 0
1420 （株）⼤橋ハウジング 岐⾩県⼤垣市新町２ー４９ 建築一式 10
1443 （株）武廣産業 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２３３８ー１ 土木一式 43
1443 （株）武廣産業 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２３３８ー１ とび・土工・コンクリート 43
1443 （株）武廣産業 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田２３３８ー１ 舗装 43
1449 ワタナベ設備工業（株） 岐⾩県⼤垣市本今３‐２８ 土木一式 20
1449 ワタナベ設備工業（株） 岐⾩県⼤垣市本今３‐２８ とび・土工・コンクリート 20
1449 ワタナベ設備工業（株） 岐⾩県⼤垣市本今３‐２８ 管 20
1449 ワタナベ設備工業（株） 岐⾩県⼤垣市本今３‐２８ 舗装 20
1449 ワタナベ設備工業（株） 岐⾩県⼤垣市本今３‐２８ 水道施設 25
1451 東新建商工業（株） 岐⾩県⼤垣市切石町２ー３１ー２ 土木一式 10
1451 東新建商工業（株） 岐⾩県⼤垣市切石町２ー３１ー２ 建築一式 10
1451 東新建商工業（株） 岐⾩県⼤垣市切石町２ー３１ー２ とび・土工・コンクリート 10
1451 東新建商工業（株） 岐⾩県⼤垣市切石町２ー３１ー２ 屋根 10
1451 東新建商工業（株） 岐⾩県⼤垣市切石町２ー３１ー２ 舗装 10
1451 東新建商工業（株） 岐⾩県⼤垣市切石町２ー３１ー２ 水道施設 10
1452 ⼤幸重機（株） 岐⾩県⼤垣市難波野町４９５ 土木一式 40
1452 ⼤幸重機（株） 岐⾩県⼤垣市難波野町４９５ 舗装 40
1460 ⼤垣ムセン（株） 岐⾩県⼤垣市北方町１ー１５３６ー１ 電気通信 0
1460 ⼤垣ムセン（株） 岐⾩県⼤垣市北方町１ー１５３６ー１ 消防施設 0
1466 岩井設備工業（株） 岐⾩県⼤垣市坂下町４０ー３ 管 40
1466 岩井設備工業（株） 岐⾩県⼤垣市坂下町４０ー３ 水道施設 45
1471 ⼤垣ガス（株） 岐⾩県⼤垣市寺内町３ー６７ 管 30
1485 ⻄濃建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１７９２‐１ 土木一式 20
1485 ⻄濃建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１７９２‐１ 建築一式 20
1485 ⻄濃建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１７９２‐１ とび・土工・コンクリート 20
1485 ⻄濃建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１７９２‐１ 鋼構造物 20
1485 ⻄濃建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１７９２‐１ 舗装 20
1485 ⻄濃建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１７９２‐１ しゅんせつ 20
1485 ⻄濃建設（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市林町８丁目１７９２‐１ 水道施設 20
1488 グリーンワークス（株） 岐⾩県⼤垣市和合本町１ー３６４ 造園 26
1497 （株）中日ＡＶシステム 岐⾩県⼤垣市船町５ー２３ 電気 22
1497 （株）中日ＡＶシステム 岐⾩県⼤垣市船町５ー２３ 電気通信 22
1497 （株）中日ＡＶシステム 岐⾩県⼤垣市船町５ー２３ 消防施設 22
1526 （株）佐竹組 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市⻑松町８９２ 土木一式 50
1526 （株）佐竹組 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市⻑松町８９２ 舗装 50
1526 （株）佐竹組 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市⻑松町８９２ 水道施設 50
1529 （株）辺省 上石津営業所 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田字二又３０３６の２ 土木一式 69
1529 （株）辺省 上石津営業所 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田字二又３０３６の２ とび・土工・コンクリート 69
1529 （株）辺省 上石津営業所 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田字二又３０３６の２ 舗装 69
1529 （株）辺省 上石津営業所 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田字二又３０３６の２ 水道施設 69
1529 （株）辺省 上石津営業所 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田字二又３０３６の２ 解体工事 69
1535 （株）岡野工務店 岐⾩県⼤垣市久瀬川町６ー１７６ 管 20
1535 （株）岡野工務店 岐⾩県⼤垣市久瀬川町６ー１７６ 水道施設 20
1539 三柏（株） 岐⾩県⼤垣市北切石町２‐１ 土木一式 80
1539 三柏（株） 岐⾩県⼤垣市北切石町２‐１ 建築一式 80
1539 三柏（株） 岐⾩県⼤垣市北切石町２‐１ とび・土工・コンクリート 80
1539 三柏（株） 岐⾩県⼤垣市北切石町２‐１ 管 80
1539 三柏（株） 岐⾩県⼤垣市北切石町２‐１ 舗装 80
1539 三柏（株） 岐⾩県⼤垣市北切石町２‐１ 内装仕上 80
1539 三柏（株） 岐⾩県⼤垣市北切石町２‐１ 解体工事 80
1541 （株）テクアノーツ中部事業所 岐⾩県⼤垣市新田町４ー３０ 土木一式 0
1541 （株）テクアノーツ中部事業所 岐⾩県⼤垣市新田町４ー３０ とび・土工・コンクリート 0
1541 （株）テクアノーツ中部事業所 岐⾩県⼤垣市新田町４ー３０ 鋼構造物 0
1541 （株）テクアノーツ中部事業所 岐⾩県⼤垣市新田町４ー３０ 塗装 0
1541 （株）テクアノーツ中部事業所 岐⾩県⼤垣市新田町４ー３０ 水道施設 0
1549 川合鑿泉工業（株） 岐⾩県⼤垣市本今町２３７ 管 0
1549 川合鑿泉工業（株） 岐⾩県⼤垣市本今町２３７ さく井 0
1562 東和電気（株） 岐⾩県⼤垣市世安町２ー１１７ー１ 電気 60
1562 東和電気（株） 岐⾩県⼤垣市世安町２ー１１７ー１ 管 60
1562 東和電気（株） 岐⾩県⼤垣市世安町２ー１１７ー１ 電気通信 60
1562 東和電気（株） 岐⾩県⼤垣市世安町２ー１１７ー１ 消防施設 60
1580 ヒルムタ興業（株） 岐⾩県⼤垣市綾野２ー２１７ 土木一式 10
1580 ヒルムタ興業（株） 岐⾩県⼤垣市綾野２ー２１７ とび・土工・コンクリート 10
1580 ヒルムタ興業（株） 岐⾩県⼤垣市綾野２ー２１７ 管 10
1580 ヒルムタ興業（株） 岐⾩県⼤垣市綾野２ー２１７ しゅんせつ 10
1641 （株）ダイワテクノ ⻄濃支店 岐⾩県⼤垣市和合本町１ー８７５アムール東⼤垣１０２ 管 70
1645 ⼤垣土建（株） 岐⾩県⼤垣市鶴見町１４１ 土木一式 20
1645 ⼤垣土建（株） 岐⾩県⼤垣市鶴見町１４１ 建築一式 20
1673 （株）ホクエー電工 岐⾩県⼤垣市新田町４ー２６ 建築一式 80
1673 （株）ホクエー電工 岐⾩県⼤垣市新田町４ー２６ 電気 100
1673 （株）ホクエー電工 岐⾩県⼤垣市新田町４ー２６ 管 80
1673 （株）ホクエー電工 岐⾩県⼤垣市新田町４ー２６ 電気通信 80
1711 （有）安田設備工業所 岐⾩県⼤垣市⻘柳町２ー７３ 管 30
1711 （有）安田設備工業所 岐⾩県⼤垣市⻘柳町２ー７３ 水道施設 30
1712 （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 塗装 0
1712 （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 防水 0
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1722 （株）アレックカワイ 岐⾩県⼤垣市野口３‐２ とび・土工・コンクリート 0
1722 （株）アレックカワイ 岐⾩県⼤垣市野口３‐２ 塗装 0
1723 （株）保安企画 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市⻑松町１２１３番地２ とび・土工・コンクリート 0
1723 （株）保安企画 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市⻑松町１２１３番地２ 電気 0
1723 （株）保安企画 ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市⻑松町１２１３番地２ 塗装 0
1799 とみたハウジング（株） 岐⾩県⼤垣市外渕１丁目１６５番地１ 土木一式 45
1799 とみたハウジング（株） 岐⾩県⼤垣市外渕１丁目１６５番地１ 建築一式 45
1799 とみたハウジング（株） 岐⾩県⼤垣市外渕１丁目１６５番地１ とび・土工・コンクリート 45
1799 とみたハウジング（株） 岐⾩県⼤垣市外渕１丁目１６５番地１ 塗装 45
1799 とみたハウジング（株） 岐⾩県⼤垣市外渕１丁目１６５番地１ 水道施設 45
1818 岐⾩エンジニアリング（株） 岐⾩県⼤垣市笠木町１３０番地１ 管 0
1828 （株）桑原組 岐⾩支店 岐⾩県⼤垣市鶴見町藤沢２９５ 土木一式 70
1828 （株）桑原組 岐⾩支店 岐⾩県⼤垣市鶴見町藤沢２９５ とび・土工・コンクリート 70
1828 （株）桑原組 岐⾩支店 岐⾩県⼤垣市鶴見町藤沢２９５ 鋼構造物 70
1828 （株）桑原組 岐⾩支店 岐⾩県⼤垣市鶴見町藤沢２９５ 舗装 70
1828 （株）桑原組 岐⾩支店 岐⾩県⼤垣市鶴見町藤沢２９５ しゅんせつ 70
1828 （株）桑原組 岐⾩支店 岐⾩県⼤垣市鶴見町藤沢２９５ 水道施設 70
1828 （株）桑原組 岐⾩支店 岐⾩県⼤垣市鶴見町藤沢２９５ 解体工事 70
1881 東朋テクノロジー（株）⼤垣支店 岐⾩県⼤垣市林町５‐１８ 管 0
1902 （有）⻄濃重機工業所 岐⾩県⼤垣市池尻町６８４ 土木一式 0
1956 （有）白工組 岐⾩県⼤垣市上石津町打上４８４ 土木一式 20
1956 （有）白工組 岐⾩県⼤垣市上石津町打上４８４ 建築一式 20
1956 （有）白工組 岐⾩県⼤垣市上石津町打上４８４ 舗装 20
1957 （有）アイ・ケイエンジニア 岐⾩県⼤垣市外渕１ー１０２ー３ 土木一式 0
2014 （有）山口建設 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田６８６‐１ 土木一式 52
2014 （有）山口建設 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田６８６‐１ 建築一式 52
2014 （有）山口建設 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田６８６‐１ とび・土工・コンクリート 52
2014 （有）山口建設 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田６８６‐１ 管 52
2014 （有）山口建設 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田６８６‐１ 舗装 52
2014 （有）山口建設 岐⾩県⼤垣市上石津町牧田６８６‐１ 造園 52
2572 アンシンク（株）⼤垣店 岐⾩県⼤垣市中野町２丁目４番地 電気 10
2572 アンシンク（株）⼤垣店 岐⾩県⼤垣市中野町２丁目４番地 消防施設 10
2785 （株）ワイズ 岐⾩県⼤垣市外渕１ー８７ー１ 土木一式 0
2785 （株）ワイズ 岐⾩県⼤垣市外渕１ー８７ー１ 電気 0
2939 アイケイサービス（株） 岐⾩県⼤垣市万石２丁目３１番地 管 0
2941 （株）日装 岐⾩県⼤垣市和合本町１ー５５５ 塗装 0
2952 アシストワークス（株） 岐⾩県⼤垣市墨俣町下宿８３２ー１ 管 10
2952 アシストワークス（株） 岐⾩県⼤垣市墨俣町下宿８３２ー１ 水道施設 10
3005 安田建築（株） 岐⾩県⼤垣市中野町３ー２４ー１ 建築一式 0
3005 安田建築（株） 岐⾩県⼤垣市中野町３ー２４ー１ ⼤工 0
3070 （有）洗管興業 岐⾩県⼤垣市綾野五丁目４１番地 しゅんせつ 0
3134 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 管 10
3150 タック（株） 岐⾩県⼤垣市小野４丁目３５番地の１２ 電気通信 10
3162 （有）日比野工業 岐⾩県⼤垣市加賀野３ー３５ 土木一式 0
3217 （株）順建 岐⾩県⼤垣市荒川町１７８ー１ 土木一式 0
3217 （株）順建 岐⾩県⼤垣市荒川町１７８ー１ とび・土工・コンクリート 0
3217 （株）順建 岐⾩県⼤垣市荒川町１７８ー１ 管 0
3217 （株）順建 岐⾩県⼤垣市荒川町１７８ー１ 舗装 0
3217 （株）順建 岐⾩県⼤垣市荒川町１７８ー１ 水道施設 0
3217 （株）順建 岐⾩県⼤垣市荒川町１７８ー１ 解体工事 0
3234 （株）いえ・ＶＩＳＩＯＮ ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市赤花町１丁目４５番地 建築一式 0
3234 （株）いえ・ＶＩＳＩＯＮ ⼤垣営業所 岐⾩県⼤垣市赤花町１丁目４５番地 管 0
3239 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 電気通信 0
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