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許可及び登録

イビデングリーンテック株式会社

会社概要・沿革

■会社概要

1959年 3月
揖斐川電気工業株式会社（現イビデン株式会社）等の出資により、複合肥料の製造販売を目的として、岐阜県羽島郡に揖斐電肥料株式

会社として設立

1963年 2月 商号を揖斐電化成株式会社に変更

1963年 3月 建設業法による建設大臣登録（カ）第3066号の登録完了、土木工事業に進出

1963年 6月 食品加工事業に進出し、オニオン・ガーリック等天然香辛料の製造を開始

1964年 10月 本社を岐阜県大垣市神田町に移転

1970年 8月 肥料事業から撤退し、肥料の製造販売を廃止

1972年 4月 本社を岐阜県大垣市河間町3丁目55番地に移転

1972年 12月 商号をイビデン工業株式会社に変更

1973年 7月 建設業法改正により、建設大臣許可（特－48）第1250号を受ける

1975年 11月 食品加工事業をイビデン食品株式会社（現イビデン物産株式会社）に営業譲渡し、当社事業を土木工事に集約

1997年 4月 当社株式を名古屋証券取引所第二部に上場

1998年 5月 事業基盤の強化を図るため、造園工事大手の三井不動産グリーンテック株式会社と合併し、商号をイビデングリーンテック株式会社に変更

2002年 4月 アイビー・スタッフ有限会社（現アイビーテクノ株式会社）を設立

2005年 9月 株式交換によるイビデン株式会社の完全子会社化に伴い、名古屋証券取引所市場第二部の上場廃止

2005年 10月 株式交換に伴いイビデン株式会社の完全子会社となる

商 号
イビデングリーンテック株式会社

IBIDEN GREENTEC CO.,LTD.

資 本 金 ３億円

従業員数 350名

三井住友銀行

主要
取引銀行

大垣共立銀行

十六銀行

三井住友信託銀行

三菱ＵＦＪ銀行

■沿革（1959年～2005年）

■役員一覧

特定建設業許可

〈 国土交通大臣許可（特－4）第1250号 〉

土木工事業／建築工事業／とび・土工工事業

／電気工事業／管工事業／舗装工事業／

塗装工事業／内装仕上工事業／造園工事業

／水道施設工事業／解体工事業

〈岐阜県知事登録第12057号〉

イビデングリーンテック一級建築士事務所

2023.4.1

監 査 役 監査役 加藤 吉美

執行役員 松野 慎也

執行役員 執行役員 島本 浩

執行役員 北條 澄人



イビデングリーンテック株式会社

事業所一覧

■企画管理本部

■建設事業部

■造園事業本部

■法面事業本部

本社

〒503-0021   岐阜県大垣市河間町3丁目55番地

TEL：0584-81-6111 FAX：0584-74-1971

経営企画部 TEL：0584-81-6116 FAX：0584-81-3608

人事・総務財務部 TEL：0584-81-6111 FAX：0584-74-1971

安全環境部 TEL：0584-81-6112 FAX：0584-47-5243

技術部 TEL：0584-81-6114 FAX：0584-47-5243

東北支店 〒984-0073 宮城県仙台市若林区荒町75番地（奥江ビルガーデングレース） TEL：022-226-7845 FAX：022-226-7846

北海道営業所 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地16（ダンロップSKビル） TEL：011-596-8020 FAX：011-596-8128

青森営業所 〒030-0862 青森県青森市古川2丁目8番1号（はりまビル） TEL：017-777-3551 FAX：017-777-2680

秋田営業所 〒011-0941 秋田県秋田市土崎港北7丁目2-73-2 TEL：018-838-0917 FAX：018-838-0918

福島営業所 〒960-8002 福島県福島市森合町15番3号 TEL：024-573-0771 FAX：024-573-0781

関東支店 〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町4丁目45番地の1（関内トーセイビルⅡ） TEL：045-201-2015 FAX：045-201-2123

山梨営業所 〒400-0061 山梨県甲府市荒川2丁目10番30号 TEL：055-251-1465 FAX：055-251-1466

相模原営業所 〒252-0153 神奈川県相模原市緑区根小屋1265番地 TEL：042-780-8145 FAX：042-780-8146

群馬営業所 〒375-0015 群馬県藤岡市中栗須113番地3（たけなかビル） TEL：0274-50-4084 FAX：0274-50-4085

東関東支店・千葉営業所 〒299-5225 千葉県勝浦市墨名486番地29 TEL：0470-73-5724 FAX：0470-73-4073

静岡支店 〒420-0804 静岡県静岡市葵区竜南2丁目11番43号（アクト・オムビル） TEL：054-294-7710 FAX：054-294-7712

浜松営業所 〒434-0043 静岡県浜松市浜北区中条1554番地 TEL：053-401-5400 FAX：053-401-5401

中部支店 〒503-0021 岐阜県大垣市河間町3丁目55番地 TEL：0584-81-4224 FAX：0584-81-7773

名古屋営業所 〒451-0062 愛知県名古屋市西区花の木3丁目17番16号（名古屋西ビル） TEL：052-529-1972 FAX：052-524-0847

三重営業所 〒514-0038 三重県津市西古河町25番19号（奥野事務所） TEL：059-227-4133 FAX：059-227-7864

関西支店 〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町2丁目11番14号（現代神戸ビル） TEL：078-291-5585 FAX：078-291-5586

京都営業所 〒615-8221 京都府京都市西京区上桂東ノ口町107番地 TEL：075-382-4688 FAX：075-393-5325

九州営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目16番26号（筑紫センタービル） TEL：092-477-3367 FAX：092-477-3368

機材センター 〒503-2427 岐阜県揖斐郡池田町市橋366番地の2 TEL：0584-71-2238 FAX：0584-71-2523

東京本社・東京支店 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目14番5号（日本橋Kビル3F） TEL：03-5847-8370 FAX：03-5847-8380

関東営業所 〒277-0852 千葉県柏市旭町1丁目1番7号（第5彰栄ビル） TEL：04-7143-9911 FAX：04-7143-9912

横浜営業所 〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町4丁目45番地の1（関内トーセイビルⅡ） TEL：045-201-2015 FAX：045-201-2123

東京メンテナンス支店 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目14番5号（日本橋Kビル8F） TEL：03-5643-3630 FAX：03-5643-3631

江東営業所 〒135-0044 東京都江東区越中島2丁目14番12号（井上ビル） TEL：03-6240-3560 FAX：03-6240-3561

港営業所 〒108-0073 東京都港区三田3丁目14番10号（三田3丁目MTビル） TEL：03-5419-6910 FAX：03-5419-6911

西東京営業所 〒184-0003 東京都小金井市緑町1丁目3番31号 TEL：042-384-1711 FAX：042-387-7806

中西部支店・中部営業所 〒503-0021 岐阜県大垣市河間町3丁目55番地 TEL：0584-81-6117 FAX：0584-74-1147

中部営業所（名古屋） 〒451-0062 愛知県名古屋市西区花の木3丁目17番16号（名古屋西ビル） TEL：052-508-8469 FAX：052-508-8479

西部営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7番18号（まるみやビル4F） TEL：06-6195-4475 FAX：06-6195-4476

養老公園 〒503-1267 岐阜県養老郡養老町高林1298番2 TEL：0584-32-0501 FAX：0584-32-4507

ぎふワールド・ローズガーデン 〒509-0213 岐阜県可児市瀬田1584番地1 TEL：0574-63-7373 FAX：0574-63-7374

建設事業部 〒503-0021 岐阜県大垣市河間町3丁目55番地 TEL：0584-81-6124 FAX：0584-81-7690


