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市内 668 アイテック(有) 飛騨市古川町上野字落岩48番地

市内 674 (有)愛宝産業 飛騨市神岡町船津1143－5

市内 781 (株)相和コンサルタント 飛騨市古川町沼町373番地1

市内 125 明石モータース 飛騨市古川町杉崎46－6

市内 52 （株）青木自動車 飛騨市古川町栄二丁目6番8号

市内 88 （株）あらき　ジャンボあらき古川店 飛騨市古川町是重2丁目3番地17

市内 31 （株）アルプスサイン 飛騨市神岡町船津2091番地

市内 464 アルプス自動車（株） 飛騨市古川町高野371番地1

市内 89 （有）アルプス電機 飛騨市古川町金森町11番7号

市内 70 and（株）飛騨営業所 飛騨市古川町金森町5－26

市内 768 （株）イバタインテリア 飛騨市古川町袈裟丸741番地

市内 106 (株）イビソク　飛騨営業所 飛騨市古川町谷963番地

市内 771 岩崎運動具店 飛騨市古川町弐之町5番6号

市内 141 （有）岩崎製作所 飛騨市古川町下気多343番地3

市内 419 牛丸石油（株） 飛騨市神岡町船津928番地1

市内 811 ＨＩＰ(有) 飛騨市神岡町夕陽ヶ丘6スカイドーム神岡内

市内 967 (有)オグラ 飛騨市古川町杉崎991-1

市内 652 オフィス　ぼんぼり 飛騨市古川町大野町173－3－201

市内 890 大塚　直美 飛騨市古川町新栄町11-31

市内 773 大坪　健也 飛騨市神岡町船津1301番地3

市内 100 （名）大坪自動車商会 飛騨市神岡町釜崎1001-15

市内 991 (有)オダ・フォト 飛騨市古川町殿町6番27号

市内 119 家具工房　くくのち 飛騨市古川町三之町1番11号

市内 60 家具の三建 飛騨市神岡町船津918番地1

市内 755 （株）カネカ電化センター 飛騨市古川町金森町12番2号

市内 131 （株）カマケン 飛騨市古川町末広町8番25号

市内 71 （株）神岡衛生社 飛騨市神岡町東雲375番地

市内 784 神岡林業（協組） 飛騨市神岡町殿316－7

市内 24 （有）上島 飛騨市神岡町寺林1134番地3

市内 978 上手建具店 飛騨市神岡町釜崎384-1

市内 761 （有）カワデン 飛騨市神岡町東町511－2

市内 752 （公社）岐阜県シルバー人材センター連合会 岐阜県岐阜市雲井町3丁目12番地

市内 942 小林書店 飛騨市神岡町船津932-3

市内 801 Konｇ ｃong 飛騨市古川町殿町5－26

市内 45 （有）彩美社 飛騨市古川町栄2丁目10番32号

市内 128 （有）坂本自動車 飛騨市古川町上町128番地1

市内 483 （有）さわ 飛騨市宮川町西忍592－1

市内 49 サワ電気（株） 飛騨市古川町増島町11番地24号

市内 809 (株)サンエース美装 飛騨市古川町新栄町6－25

市内 838 (有)三進造林　飛騨営業所 飛騨市河合町舟原187番地

市内 794 重澤畳店 飛騨市古川町向町3-2-5

市内 979 嶋木工所 飛騨市神岡町殿159-4

市内 571 (有）清水自動車整備工場 飛騨市古川町栄2丁目1番6号

市内 108 清水商事（株）　古川営業所 飛騨市古川町下野621番地1

市内 93 （株）ジムブレーン　古川営業所 飛騨市古川町本町1番地24　谷辺ビル203号

市内 104 （株）霜定 飛騨市神岡町船津1221

市内 828 (有)シンエイ地所 飛騨市古川町上町549番地の2

市内 46 神工電気（株） 飛騨市神岡町船津1945－5

市内 727 （有）関口教材店 飛騨市古川町増島町13－19

市内 955 協業組合　高登建設 飛騨市河合町角川198-1

市内 64 （有）高原防災協会 飛騨市神岡町江馬町8番地10

市内 92 高山米穀協業組合　古川営業所 飛騨市古川町壱之町8－14

市内 783 (有)高山ビルテクノ　ヒダ営業所 飛騨市古川町栄町2丁目11番地10

市内 731 （株）宝タクシー 飛騨市神岡町船津2110番地8

市内 524 （有）竹本写植 飛騨市古川町上町140－5

市内 61 （有）田近百貨店 飛騨市古川町弐之町6－5

飛騨市入札参加資格者名簿（物品等）
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市内 849 合名会社　田中屋商店 飛騨市古川町末広町6番14号

市内 751 （有）谷辺商事 飛騨市古川町新栄町10番13号

市内 992 (株)中央設計技術研究所　飛騨事務所 飛騨市神岡町柏原706番地

市内 127 中央電子光学（株）　飛騨営業所 飛騨市古川町栄1丁目1番地142

市内 118 （株）中日ＡＶシステム　飛騨営業所分室 飛騨市古川町壱之町11－6

市内 40 （株）中部サニター 飛騨市古川町杉崎374番地1

市内 38 （株）テイコク　飛騨営業所 飛騨市古川町栄1丁目2番13号

市内 789 (株)ディーゼル・ワークショップ 飛騨市神岡町坂富町10-13

市内 331 （株）東海近畿クボタ　飛騨営業所 飛騨市古川町上町531－1

市内 654 （株）東洋 飛騨市古川町若宮2丁目1番1号

市内 527 (株)東洋設計　飛騨営業所 飛騨市古川町栄1丁目1番地58　2-B

市内 51 東和コンサルタント（株）　飛騨営業所 飛騨市古川町上町248-1-105号

市内 667 （株）利興 飛騨市神岡町山田2141番地

市内 480 ナウエ(株) 飛騨市古川町下気多112－5

市内 87 （有）中畑自動車 飛騨市古川町末広町8番22号

市内 760 南城建設（協組） 飛騨市古川町谷181番地1

市内 885 日産プリンス飛騨販売(株)　神岡営業所 飛騨市神岡町殿349番地の2

市内 62 ニドム建材（株） 飛騨市古川町新栄町10番20号

市内 653 ニュー飛騨観光バス（株） 飛騨市古川町上野397番地の1

市内 901 (有)ニューライフコーポレーション 飛騨市古川町宮城町215-1

市内 48 （有）野末製作所 飛騨市古川町上町958番地

市内 85 野林金物店 飛騨市神岡町殿936番地

市内 482 （株）橋戸商店 飛騨市古川町上町943－1

市内 41 橋本工業（株） 飛騨市古川町杉崎362番地1

市内 776 はと観光交通(株) 飛騨市古川町壱之町14番5号

市内 779 (株)速工業 飛騨市神岡町釜崎878-2

市内 778 （株）バルステクノロジー 飛騨市河合町稲越459番地1

市内 14 （株）ヒダアイテック　飛騨営業所 飛騨市古川町上町971番地1

市内 523 （有）飛騨エコノス 飛騨市古川町下気多106番地1

市内 970 (株)ヒダカラ 飛騨市古川町是重1丁目5-28

市内 13 ひだ管設備（協組） 飛騨市古川町上野691番地

市内 664 （公社）飛騨市シルバー人材センター 飛騨市古川町栄二丁目5番13号

市内 82 飛騨市森林組合 飛騨市古川町上野571番地1

市内 126 ひだ森林整備（協組） 飛騨市古川町上野682番地

市内 753 （有）飛騨スポーツ 飛騨市古川町新栄町10番20号

市内 105 日立建機日本（株）　飛騨古川営業所 飛騨市古川町袈裟丸2898

市内 949 (株)飛騨の森でクマは踊る 飛騨市古川町弐之町6番17号

市内 883 ひだ販促企画 飛騨市古川町三之町10-13

市内 420 （株）飛騨防災協会 飛騨市古川町上町124番地8

市内 775 (株)飛騨ゆい 飛騨市古川町壱之町14番5号

市内 729 （有）平澤自動車 飛騨市古川町杉崎1150番地の3

市内 617 広崎商店 飛騨市古川町弐之町10－1

市内 798 福沢畳店 飛騨市古川町若宮2-2-38

市内 463 （有）古川サービス 飛騨市古川町是重二丁目1番22号

市内 44 （株）古川商事 飛騨市古川町幸栄町12番18

市内 542 古川タクシー（株） 飛騨市古川町金森町11－20

市内 27 古川電気（株） 飛騨市古川町新栄町5番6号

市内 7 古里精肉店 飛騨市古川町壱之町5-11

市内 672 北陸電力（株）　神岡営業所 飛騨市神岡町船津1939

市内 120 毎日印刷社 飛騨市神岡町船津1152番地1

市内 90 （有）松井バッテリー 飛騨市古川町朝開町608番地

市内 63 松下電建（株） 飛騨市神岡町船津1478番地

市内 793 松嶋造園 飛騨市古川町高野546-2

市内 129 （株）ママショップうえの 飛騨市古川町栄2丁目8番2号

市内 438 （有）まるじん 飛騨市古川町幸栄町10－10

市内 8 三井金属エンジニアリング（株）　神岡支店 飛騨市神岡町鹿間1番地1
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市内 670 宮川タクシー（株）　古川営業所 飛騨市古川町金森町10－41

市内 758 宮川タクシー・古川タクシー共同企業体 飛騨市古川町金森町11-20

市内 777 myu-kikaku 飛騨市河合町角川606

市内 39 (有）村坂印刷 飛騨市古川町幸栄町7番30号

市内 12 （株）メカトロニクス 飛騨市古川町宮城町500－1

市内 143 （株）メイホーエンジニアリング　飛騨営業所 飛騨市古川町袈裟丸3452

市内 774 (有)森下住設 飛騨市古川町上野691番地

市内 785 （株）柳木材 飛騨市古川町高野290番地の1

市内 382 （有）薮下商店 飛騨市河合町角川614番地4

市内 17 （有）山口木工所 飛騨市神岡町殿180番地6

市内 864 (有)山﨑ガス商会 飛騨市神岡町船津2011番地

市内 756 （有）ヤマヤス 飛騨市神岡町東町495番地3

市内 20 （株）ユニオン　飛騨営業所 飛騨市古川町末真271番地

市内 69 （株）ヨシキ 飛騨市古川町下気多616－1

市内 522 （有）吉城環境管理センター 飛騨市古川町下気多106番地1

市内 94 （株）吉城コンピュータ 飛騨市古川町上野624番地3

市内 465 （有）吉田屋食料品店 飛騨市古川町殿町11－1

市内 618 よろずや商店 飛騨市宮川町西忍753－1

市内 25 リンクス 飛騨市古川町上気多715－6

市内 73 （有）ワカタオートサービス 飛騨市神岡町釜崎743－1

飛騨地区 74 （株）アーキジオ　飛騨 高山市上一之町36

飛騨地区 95 （株）アート造園 高山市千島町546番地の3

飛騨地区 77 （株）朝日機器エンジニアリング　高山営業所 高山市松之木町889-10

飛騨地区 611 アプロ通信（株）　高山営業所 高山市西之一色町3丁目1081番地2

飛騨地区 99 アルフレッサ（株）　高山支店 高山市新宮町731番地16

飛騨地区 124 （株）イズミ　飛騨営業所 高山市桐生町2丁目35番地

飛騨地区 733 （株）一善 高山市冬頭町255番地1

飛騨地区 941 (有)井畑商店 高山市山口町241-5

飛騨地区 84 今井設備工業（株） 下呂市少ケ野641番地1

飛騨地区 210 （株）牛丸商店 高山市本町3丁目16番地

飛騨地区 376 打保屋乳業（株） 高山市昭和町3丁目55番地

飛騨地区 96 （株）エクス 高山市千島町544番地の4

飛騨地区 58 （株）エヌビーシー中部　高山支店 高山市名田町2丁目74番地1

飛騨地区 208 （株）大のや醸造 高山市上三之町13番地

飛騨地区 741 尾形製麺（株） 高山市山田町1235－2

飛騨地区 334 (有)尾﨑餠店 高山市国府町三日町403－1

飛騨地区 541 （有）折付商店 高山市八軒町2丁目77

飛騨地区 98 柏 木工（株） 高山市上岡本町1丁目260番地

飛騨地区 442 （株）環境アセスメントセンター　高山事務所 高山市千島町388－3

飛騨地区 1 岐阜日野自動車（株）高山支店 高山市下岡本町3008

飛騨地区 512 （株）共栄美装　下呂支店 下呂市萩原町宮田977－1

飛騨地区 47 （株）京和　高山支店 高山市桐生町3－310

飛騨地区 986 (株)近畿日本ツーリスト中部　高山営業所 高山市花岡町1-15　丸越ビル1階

飛騨地区 56 岐阜県厚生農業協同組合連合会　飛騨医療センター　久美愛厚生病院 高山市下切町1番地1

飛騨地区 767 久々野観光(株) 高山市久々野町久々野241－1

飛騨地区 974 (有)グッドワーカーズ 高山市松倉町2633番地1

飛騨地区 241 （株）黒地商店 高山市問屋町52番地

飛騨地区 91 （株）小池メディカル　高山営業所 高山市中山町543番地

飛騨地区 651 (有)コサカ楽器 高山市本町2丁目20番地の2

飛騨地区 624 コサカ建材(株)　高山支店 高山市山口町874番地2

飛騨地区 787 才勝商事(株)　高山工場 高山市下切町1160-6

飛騨地区 242 坂井かまぼこ店 高山市赤保木町1238－1

飛騨地区 923 (株)三川屋タンス店 高山市上三之町43番地

飛騨地区 625 （株）三機工業 高山市山田町1329－1

飛騨地区 111 （有）サンバリー 高山市下切町1071番地8

飛騨地区 114 篠田（株）　高山支店 高山市下切町1160－6
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飛騨地区 418 （株）清水弥生堂 高山市問屋町22番地

飛騨地区 441 (有)下形設備 高山市国府町村山462－1

飛騨地区 30 新興自動車（株） 高山市上岡本町7丁目452番地1

飛騨地区 732 信州屋 高山市国府町広瀬町1608－6

飛騨地区 15 （株）スズキ 高山市上岡本町1丁目88番地

飛騨地区 54 （株）スズケン　高山支店 高山市西之一色町二丁目88番地1

飛騨地区 139 （株）鈴木製畳 高山市本町3－15

飛騨地区 417 （株）西武管商　高山店 高山市石浦町7丁目93

飛騨地区 107 (株)瀬木油店 高山市問屋町39番地

飛騨地区 83 セコム（株）　高山営業所 高山市花里町6丁目102

飛騨地区 50 第一リース高山（株） 高山市下切町1331番地

飛騨地区 121 （株）ダイエイハービス 下呂市金山町祖師野1000－10

飛騨地区 72 （株）高橋商店 高山市総和町2－32

飛騨地区 35 （株）高山エース旅行センター 高山市昭和町2－116－1

飛騨地区 9 （有）高山清装 高山市春日町44番地

飛騨地区 889 (有)ダスキン老田 高山市上岡本町3丁目418番地

飛騨地区 521 たもと商店 高山市岡本町2丁目164番地12

飛騨地区 312 （一財）中部電気保安協会　高山営業所 高山市上岡本町4－149－1

飛騨地区 130 （株）ディックナレッジテクノ 高山市岡本町4丁目450－1

飛騨地区 928 (株)東海美装 高山市上岡本町3丁目418番地

飛騨地区 671 トヨタＬ＆Ｆ中部（株）　高山営業所 高山市下切町1157番地

飛騨地区 655 中北薬品（株）　高山支店 高山市花里町2丁目39番地9

飛騨地区 55 （資）中田薬店 高山市本町2丁目12番地

飛騨地区 543 （株）永井商店 高山市問屋町21番地

飛騨地区 209 （有）なるせ 高山市西之一色町1丁目73番地

飛騨地区 57 新田自動車（株） 高山市昭和町3丁目138番地の1

飛騨地区 81 日本エンヂニヤ（株）岐阜営業所 高山市清見町三日町552番地3

飛騨地区 612 日本キャタピラー（同）　高山営業所 高山市下切町30番地の1

飛騨地区 728 濃飛乗合自動車（株） 高山市花里町6丁目125番地

飛騨地区 313 (有)橋場農園 高山市丹生川町新張2952－79

飛騨地区 135 飛騨ガードサーチ（株） 高山市桐生町4丁目192番地

飛騨地区 132 （株）飛騨コンピュータサービス 下呂市萩原町萩原1500番地3

飛騨地区 802 飛騨産業(株) 高山市漆垣内町3180

飛騨地区 16 （株）飛騨浄化槽管理センター 高山市上岡本町1丁目88番地

飛騨地区 122 斐太石油（株） 高山市花里町4丁目111番地

飛騨地区 112 ヒダ電話工業（株） 高山市上川原町36番地

飛騨地区 110 飛騨農業（協組） 高山市冬頭町1番地の1

飛騨地区 730 （株）斐太パックス 高山市桐生町8－410

飛騨地区 116 ヒダメディカル（有） 高山市上岡本町2丁目126番地

飛騨地区 32 飛騨冷凍空調（株） 高山市問屋町73番地3

飛騨地区 140 飛騨酪農農業協同組合 高山市新宮町3369番地

飛騨地区 101 平川医療器商会（株） 高山市本母町342番地の3

飛騨地区 43 （株）ファイネス　高山営業所 高山市問屋町73番地

飛騨地区 65 （株）ファルコバイオシステムズ　飛騨営業所 高山市岡本町二丁目86番地2

飛騨地区 487 富士ゼロックス岐阜（株）　髙山営業所 高山市天満町四丁目70番地

飛騨地区 544 清水不動産鑑定合同会社 高山市石浦町5丁目223番地2

飛騨地区 673 平和プロパン瓦斯（株） 高山市問屋町73番地

飛騨地区 109 ホシザキ東海（株）　髙山営業所 高山市昭和町3－2－2

飛騨地区 839 (株)マルイケ　高山支店 高山市上切町90-1

飛騨地区 80 丸新消防（株） 高山市昭和町3丁目178番地

飛騨地区 75 マルミ鉄工所 高山市久々野町長淀298－1

飛騨地区 339 （株）村川商店 高山市下切町397番地

飛騨地区 42 名鉄自動車整備（株）　飛騨支店 高山市匠ヶ丘町203番地

飛騨地区 103 （株）メディセオ　高山支店 高山市下岡本町961－3

飛騨地区 28 （株）八神製作所　高山営業所 高山市石浦町五丁目476番地

飛騨地区 371 山一商事（株） 高山市問屋町30－88
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飛騨地区 757 山下豆腐店 高山市国府町広瀬町756－12

飛騨地区 97 （株）ヨシカワ　飛騨営業所 高山市新宮町830－17

飛騨地区 519 吉城電子工業（株） 高山市国府町宇津江2775番地

飛騨地区 36 リコージャパン（株）販売事業本部　岐阜支社　岐阜営業部 高山市新宮町3770－5

飛騨地区 965 (株)ＷＡＴＡＮＡＢＥ 高山市久々野町久々野2076番地2

県内 549 （株）アース 岐阜県各務原市鵜沼古市場町4丁目199番地1

県内 197 （株）アートユニフォーム岐阜 岐阜県岐阜市茜部新所1-139

県内 570 （株）アイコム 岐阜県羽島市舟橋町出須賀1丁目8番地

県内 662 愛岐サービス（株） 岐阜県岐阜市鏡島精華1丁目11番17号

県内 684 愛岐商事（株） 岐阜県可児市塩河960番地1

県内 568 愛信警備保障（株） 岐阜県羽島市舟橋町出須賀1丁目8番地

県内 550 （株）愛知スイミング　岐阜支店 岐阜県岐阜市前一色1丁目14番8号

県内 526 （有）アイモア 岐阜県岐阜市天池2丁目17-12

県内 754 アクア（株） 岐阜県揖斐郡池田町田畑92番3

県内 504 （株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸1741-2

県内 726 （株）アクトス 岐阜県多治見市大針町661番地の1

県内 509 朝日航洋（株）　岐阜支店 岐阜県大垣市今宿6丁目52番地18

県内 199 朝日沪過材（株） 岐阜県土岐市肥田浅野双葉町1丁目1番地の1

県内 247 アジア航測（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市市橋4丁目6番7号鈴木ﾋﾞﾙ

県内 977 (株)アスコ　岐阜営業所 岐阜県岐阜市東鶉1-132-2

県内 843 アトリエ　ゆまあひ 岐阜県安八郡神戸町大字末守664

県内 750 （株）ＡＰＥＸ　岐阜営業所 岐阜県岐阜市宇佐南1丁目12番20号

県内 167 アンシンク（株） 岐阜県岐阜市須賀3丁目1番22号

県内 640 （株）ヰセキ関西中部　岐阜営業部 岐阜県大垣市大外羽3丁目25番地

県内 385 井上精機（株） 岐阜県岐阜市玉宮町1丁目11番地の1

県内 168 （株）インフォファーム 岐阜県岐阜市柳津町流通ｾﾝﾀｰ1丁目8番地4

県内 447 インラック(株)　岐阜事業所 岐阜県岐阜市六条南2丁目12番15号

県内 592 （株）ウスイ消防 岐阜県岐阜市金園町3丁目25番地

県内 948 (株)ＡＤベイシス 岐阜県岐阜市本町2丁目39番地

県内 276 （有）エーピー 岐阜県関市上白金1192-5

県内 680 （協組）映像情報センター 岐阜県岐阜市早田本町3丁目62番地

県内 338 （株）エクス 岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地

県内 696 （有）エコメイト 岐阜県羽島市正木町須賀赤松177番地

県内 812 (株)エスラインギフ 岐阜県羽島郡岐南町平成4丁目68番地

県内 551 ＮＤＳ（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市西改田字川向164番地

県内 990 (株)NTTドコモ　東海支社　岐阜支店 岐阜県岐阜市香蘭1丁目2番地

県内 806 NTTビジネスソリューションズ(株)　東海支店 岐阜県岐阜市北島2-3-23

県内 508 （株）エフウォーターマネジメント　岐阜事務所 岐阜県大垣市藤江町3丁目92番地1 ﾒｿﾞﾝ川瀬2 402号室

県内 358 （株）エフワン 岐阜県岐阜市吉野町3丁目8番地

県内 239 （株）エレックス極東　東濃センター 岐阜県恵那市武並町竹折字上新田267-29

県内 176 応用地質（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市滝田町6丁目11 東海ﾏﾝｼｮﾝ603号

県内 810 大熊商店 岐阜県岐阜市伊吹町2-9

県内 397 沖電気工業（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市薮田南1丁目2番3号

県内 133 （株）ＯＫＢ総研 岐阜県大垣市郭町2丁目25番地

県内 317 (株)カナエジオマチックス　岐阜支店 岐阜県中津川市茄子川字前田1383番10

県内 217 カネコ（株） 岐阜県郡上市白鳥町白鳥1063番地の14

県内 470 （株）亀太 岐阜県岐阜市柳津町流通ｾﾝﾀｰ1丁目9番地の4

県内 258 亀山（株） 岐阜県岐阜市長住町5丁目7番地

県内 136 （株）環境科学研究所　岐阜支店 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄114番地1

県内 486 （株）環境測定センター 岐阜県羽島郡岐南町上印食3丁目178番地

県内 207 管清工業（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市茜部菱野1-49

県内 924 （一財）ききょうの丘健診プラザ 岐阜県土岐市土岐ヶ丘2丁目12番地の1

県内 306 （株）キクテック　岐阜支店 岐阜県岐阜市今嶺4丁目5番15号

県内 337 （株）技研サービス 岐阜県岐阜市宇佐南3丁目6番20号

県内 368 (有)岐大工業所 岐阜県美濃市笠神1350番地の1

県内 569 （株）岐中販警備部 岐阜県羽島市舟橋町出須賀1丁目8番地
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県内 685 岐阜IT協同組合 岐阜県大垣市今宿6丁目52番地

県内 445 岐阜アイホー調理機（株） 岐阜県岐阜市中鶉2丁目105番地

県内 538 岐阜NDS（株） 岐阜県岐阜市菅生6丁目3-11

県内 280 （公財）岐阜県学校給食会 岐阜県岐阜市柳津町流通ｾﾝﾀｰ1丁目6番1

県内 600 （一財）岐阜県環境管理技術センター 岐阜県岐阜市六条大溝4-13-6

県内 788 (株)岐阜県環境研究所 岐阜県美濃市極楽寺872番地2

県内 173 （一財）岐阜健康管理センター 岐阜県美濃加茂市西町1丁目292番地

県内 602 （公財）岐阜県建設研究センター 岐阜県大垣市今宿6丁目52番地18

県内 455 （一社）岐阜県建築士事務所協会 岐阜県岐阜市六条南2丁目13番2号

県内 388 （公社）岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 岐阜県岐阜市田端町1番地の12

県内 333 （一財）岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県岐阜市曙町4丁目6番地

県内 148 （一財）岐阜県市町村行政情報センター 岐阜県岐阜市六条南2-11-1

県内 715 （公社）岐阜県都市整備協会 岐阜県岐阜市薮田南5丁目14番12号

県内 499 岐阜県舞台設備管理事業（協組） 岐阜県岐阜市西川手7丁目36番地

県内 202 岐阜コニックス（株） 岐阜県岐阜市金町6-21

県内 142 （一社）ぎふ綜合健診センター 岐阜県岐阜市日置江4丁目47番地

県内 586 （有）岐阜ダイビングセンター 岐阜県岐阜市鏡島1933-4

県内 714 岐阜電力（株） 岐阜県岐阜市金町6丁目21番地 岐阜ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ8階

県内 191 （協組）岐阜中不動産調査センター 岐阜県岐阜市薮田南1丁目7番14号

県内 190 （協組）岐阜西不動産調査センター 岐阜県大垣市郭町4丁目35番地

県内 561 （株）岐阜文芸社 岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ13番地の1

県内 393 岐阜ビル管理（株） 岐阜県岐阜市桜木町1-32

県内 718 （株）岐阜放送 岐阜県岐阜市橋本町2丁目52 岐阜ｼﾃｨｰﾀﾜｰ43 4階

県内 192 岐阜ボート販売（株） 岐阜県岐阜市城東通6-7

県内 692 岐阜マルタマフーズ（株） 岐阜県瑞穂市野白新田58番地

県内 340 岐阜ヤナセ（株） 岐阜県岐阜市金園町8丁目11番地

県内 378 教育産業（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市市橋5丁目4-18

県内 171 共友リース（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市薮田東1丁目1番4号

県内 364 共立コンピューターサービス（株） 岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地の9

県内 919 (株)共亮興業 岐阜県大垣市三塚町382番地5

県内 414 （株）黒田商事　岐阜営業所 岐阜県中津川市神坂3506番地84

県内 694 グローリー（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市松鴻町1-12

県内 228 恵北ビル管理（株） 岐阜県中津川市手賀野263番地11

県内 735 （株）ケミック 岐阜県岐阜市玉井町5番地

県内 435 （株）建設技術研究所　岐阜事務所 岐阜県岐阜市吉野町6-14

県内 362 （株）公安警備 岐阜県関市側島288番地1

県内 562 交通企画（株）　中部支店 岐阜県岐阜市六条大溝3丁目7番7

県内 6 （株）古賀クリーナー　多治見支店 岐阜県多治見市住吉町2丁目2番地の2

県内 448 国際航業（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町5丁目24番地

県内 216 国産薬品工業（株） 岐阜県岐阜市秋沢370番2

県内 595 （株）サイエンスネット 岐阜県大垣市小野4丁目35番地8(株)ｻｲｴﾝｽﾈｯﾄ本社ﾋﾞﾙ2F

県内 3 サンエス（株） 岐阜県岐阜市茜部中島3丁目44番地

県内 476 （株）三協厨機 岐阜県大垣市今宿3-25-2

県内 485 （株）サンケイサポート 岐阜県可児市羽生ｹ丘5-44

県内 275 （株）三弘　岐阜営業所 岐阜県羽島郡笠松町米野105

県内 260 サンメッセ（株）　営業開発部 岐阜県岐阜市須賀1-1-5

県内 329 三和機電（株） 岐阜県羽島郡岐南町平成1丁目53番地

県内 703 （株）三和サービス 岐阜県岐阜市西鶉1丁目52番地

県内 243 GEヘルスケア・ジャパン（株）　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋5丁目89-2

県内 557 （株）ジャクエツ　多治見店 岐阜県多治見市十九田町2丁目63-1

県内 360 （株）十六総合研究所 岐阜県岐阜市神田町7丁目12番地

県内 169 十六リース（株） 岐阜県岐阜市神田町7丁目12番地

県内 252 （株）松栄堂楽器 岐阜県岐阜市神田町1丁目8番地の3

県内 572 （株）上智　岐阜支店
岐阜県岐阜市泉大島町3丁目23番地1　アネックスⅡ　402号室

県内 248 シンクレイヤ（株）　中部北陸営業所 岐阜県可児市姫ヶ丘1-20

県内 686 水研化学工業（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市中西郷6丁目90番地
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県内 484 寿美工業（株）　岐阜営業所 岐阜県美濃加茂市蜂屋台1丁目5番地13

県内 453 （株）静環検査センター　岐阜営業所 岐阜県岐阜市細畑3-7-21-102

県内 163 （株）セイコー 岐阜県岐阜市日野南7丁目8

県内 22 西濃印刷（株） 岐阜県岐阜市七軒町15番地

県内 623 西濃機電（株） 岐阜県大垣市野口3丁目1番地6号

県内 178 （株）セレスポ　岐阜支店 岐阜県岐阜市茜部菱野2-2 服部第2ﾋﾞﾙ2F南

県内 786 (有)Centwave.com 岐阜県恵那市大井町2003番地1

県内 563 （株）ゼンリン　岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田南1丁目6番3号

県内 736 （株）全日本医療サービス 岐阜県岐阜市黒野181番地の1

県内 134 （株）創建　岐阜支店 岐阜県岐阜市加納村松町1丁目7番地

県内 579 （株）総合鑑定調査　岐阜支店 岐阜県中津川市茄子川1383番地10

県内 392 （株）総合保健センター 岐阜県可児市川合136番地8

県内 594 （株）ソラスト　岐阜支社 岐阜県岐阜市金町4-30 明治安田生命岐阜金町ﾋﾞﾙ5F

県内 706 (株)第一興商　岐阜支店 岐阜県岐阜市薮田南1丁目6-2

県内 558 大東（株） 岐阜県岐阜市六条南3-14-1

県内 86 大日本警備保障（株） 岐阜県瑞穂市本田1044番地3

県内 603 （株）ダイヤモンド警備 岐阜県岐阜市下西郷1丁目170番地1

県内 490 （株）ダイワテクノ 岐阜県岐阜市則武東2丁目18番38号

県内 158 大和リース（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田東2丁目1番6号

県内 585 税理士法人ＴＡＣＴ髙井法博会計事務所 岐阜県岐阜市打越546番地の2

県内 436 タック（株） 岐阜県大垣市小野4丁目35番地の12

県内 429 タナカ 岐阜県岐阜市太郎丸中島319-1

県内 357 玉野総合コンサルタント（株）　岐阜事務所 岐阜県岐阜市藪田南1丁目5-1

県内 578 （株）丹葉電機岐阜 岐阜県可児市中恵土60番地の3

県内 76 （株）チャイルド社 岐阜県岐阜市木ﾉ下町1丁目4-1

県内 347 （株）中京臨床検査センター岐阜 岐阜県岐阜市桜通3丁目10番地3

県内 407 （株）中広 岐阜県岐阜市東興町27番地

県内 537 （株）中日アド企画　岐阜支社 岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1丁目12番地 岐阜中日ﾋﾞﾙ7F

県内 605 中日技研（株） 岐阜県岐阜市鏡島精華1丁目7番19号

県内 634 中日コプロ（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市細畑6丁目1番1 ｻﾝﾙｰﾄ･ｿﾛ201号

県内 635 （株）中濃クリーンコンサルタント 岐阜県関市戸田16番地1

県内 37 中部化成薬品（株） 岐阜県岐阜市秋津町5番地

県内 737 中部クリーン（株） 岐阜県可児市広見在原518番地

県内 666 中部事務機（株） 岐阜県岐阜市都通1丁目15番地

県内 471 （株）中部タイム・エージェント 岐阜県岐阜市此花町6-8

県内 430 中部漏水調査 岐阜県岐阜市八代1丁目16-3-103

県内 584 千代田電子システム（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市加納北広江町41番地

県内 428 （株）ティ・アシスト 岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地

県内 250 デュプロ販売（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷2-5

県内 194 （株）電算システム 岐阜県岐阜市日置江1-58

県内 367 道家工業（株） 岐阜県岐阜市茜部辰新1丁目88番地1

県内 153 （株）東亜製作所　岐阜支店 岐阜県羽島郡岐南町平成5丁目29番地

県内 152 東海オートドアー（株） 岐阜県岐阜市茜部菱野1丁目48番地

県内 156 東海公営事業（株） 岐阜県岐阜市六条大溝4丁目13番6号

県内 213 東海図版（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市北一色2-2-14

県内 316 東栄電業（株） 岐阜県岐阜市入舟町4丁目38番地の1

県内 825 (株)東京商工リサーチ　岐阜支店 岐阜県岐阜市金町6-4　岐阜東京海上日動ビルディング

県内 303 東京優芳園（株）　岐阜農場 岐阜県中津川市中川町4番43号

県内 79 （協組）東濃ひのきの家 岐阜県中津川市加子母２３０１番地

県内 399 （株）東洋スタビ 岐阜県揖斐郡大野町大字公郷3261番地1

県内 511 （株）東利　岐阜支店 岐阜県海津市南濃町山崎965番地2

県内 701 （株）トーエネック　岐阜支店 岐阜県岐阜市茜部中島3丁目10番地

県内 656 （株）トーカイ 岐阜県岐阜市若宮町9丁目16番地

県内 536 トーテックアメニティ（株）　岐阜事業所 岐阜県岐阜市吉野町6-6

県内 534 トーテックビジネスサポート（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市吉野町6-6

県内 355 有限責任監査法人　トーマツ　岐阜事務所 岐阜県岐阜市神田町6丁目11番地の1 協和第2ﾋﾞﾙ
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県内 365 （株）トヨタレンタリース岐阜 岐阜県岐阜市金園町9丁目2番地

県内 4 ナカシャクリエイテブ（株）　岐阜営業所 岐阜県各務原市鵜沼南町7丁目147番地

県内 659 （株）中西製作所　岐阜営業所 岐阜県岐阜市六条江東1丁目1番3号

県内 189 中日本航空（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市長住町9丁目11番地

県内 398 中日本産業（株） 岐阜県岐阜市薮田南5丁目13番4号

県内 676 （株）ナカノアイシステム　岐阜営業所 岐阜県岐阜市杉山町6 AOKIﾋﾞﾙ302号室

県内 641 長良化学工業（株） 岐阜県岐阜市旦島5丁目3番7号

県内 311 （株）ナガワ　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町三宅8-224-1

県内 325 西日本電信電話（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市北島2丁目3番地1

県内 539 ニチレキ（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市六条南1-3-1

県内 681 （株）日写 岐阜県岐阜市早田本町3丁目62番地

県内 273 日成ビルド工業（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市藪田南1-2-3 ﾗﾋﾟｽﾀﾜｰ4F

県内 431 日本イベント企画（株） 岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地19

県内 328 日本通運（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市長住町10-1

県内 495 日本電気（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市金町6丁目6番

県内 195 日本ガード（株） 岐阜県岐阜市茜部中島2丁目66-6

県内 590 日本工営（株）　岐阜事務所 岐阜県岐阜市薮田南1-5-1

県内 915 (有)日本交通流動リサーチ　岐阜事務所 岐阜県岐阜市大蔵台3-12　リンクス大蔵台101号室

県内 324 日本光電工業（株）　中部支店　医療圏営業部 岐阜県岐阜市柳森町2丁目6番地

県内 330 （株）日本インシーク　岐阜営業所 岐阜県岐阜市白山町2-15

県内 400 日本調理機（株）　　中部支店　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町平成1-80

県内 687 濃飛倉庫運輸（株） 岐阜県岐阜市橋本町2丁目20番地

県内 349 濃尾電機（株） 岐阜県岐阜市宇佐南2丁目3番8号

県内 434 ノダック（株）　中部事業所 岐阜県大垣市新田町4丁目30番地

県内 700 ＨＡＲＶＥＹ（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市柳津町南塚5丁目77番地

県内 342 （株）ハイパーブレイン　岐阜支社 岐阜県岐阜市早田本町3-62

県内 229 （株）橋本 岐阜県可児市下恵土233番地1

県内 859 橋本技術(株)　岐阜営業所 岐阜県各務ヶ原市鵜沼三ツ池町2丁目288-3

県内 384 （株）パスコ　岐阜支店 岐阜県岐阜市金町5丁目24番地

県内 540 長谷川体育施設（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市清755

県内 576 白光石油（株） 岐阜県岐阜市入舟町5丁目5番地

県内 821 (株)旗将 岐阜県郡上市八幡町尾崎町553番地

県内 251 花文貨物装飾（株）　岐阜営業所 岐阜県瑞穂市祖父江277-1

県内 669 PHCメディコムネットワークス(株)　岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田南1-2-3 LAPIS TOWER8階

県内 638 パブリックシステム（株） 岐阜県郡上市八幡町初納1542番地の1

県内 234 ビーム計画設計（株） 岐阜県岐阜市加納栄町通7丁目30番地

県内 343 ヒルムタ興業（株） 岐阜県大垣市綾野2丁目217番地

県内 286 （株）ブイ・アール・テクノセンター 岐阜県各務原市ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ1丁目1番地

県内 596 （株）フィルテック 岐阜県可児市広見1丁目47番地

県内 231 フクダライフテック中部（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市西川手7-28

県内 150 （株）富士 岐阜県岐阜市加納清野町34番地

県内 198 （株）富士清空工業所 岐阜県岐阜市加納本町6丁目18番地

県内 474 （株）富士通エフサス　岐阜支店 岐阜県岐阜市橋本町2丁目8番地

県内 59 富士電機ITソリューション（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市吉野町6-16

県内 452 （株）フジヤマ　岐阜営業所 岐阜県多治見市市之倉町1丁目232番地

県内 489 （株）フューチャーイン　岐阜営業所 岐阜県岐阜市神田町9丁目27番地 大岐阜ﾋﾞﾙ5F

県内 416 （株）フレーベル館　岐阜支店 岐阜県岐阜市則武中4丁目5-1

県内 193 （株）保安企画 岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地

県内 613 （株）方円堂書店 岐阜県大垣市禾森町3丁目6番地の1

県内 245 北研工業（株） 岐阜県岐阜市福光東3丁目11番202号

県内 601 （株）マーク 岐阜県美濃加茂市森山町3丁目12番1号

県内 188 マルギ繊維（株） 岐阜県岐阜市茜部中島3-33-1

県内 172 丸硝（株） 岐阜県大垣市荒尾町674番地

県内 236 （株）丸治コンクリート工業所　美濃加茂営業所 岐阜県美濃加茂市牧野1962番地2

県内 157 丸ス産業（株） 岐阜県加茂郡白川町三川1270番地

県内 165 （株）マルゼン　岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田南3-13-4 Y･Sﾄﾗｽﾄﾋﾞﾙ1F
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県内 154 （株）丸善グループ 岐阜県岐阜市則松2丁目12番地1

県内 123 丸長産業（株） 岐阜県岐阜市敷島町5丁目2番地の8

県内 424 （株）水野総合鑑定 岐阜県岐阜市市橋6丁目10番18号

県内 21 三菱電機ビルテクノサービス（株）　中部支社　岐阜支店 岐阜県岐阜市橋本町2丁目20番地

県内 491 三菱ふそうトラック・バス（株）東海ふそう岐阜支店 岐阜県羽島郡岐南町上印食7-89

県内 279 （株）ミライコミュニケーションネットワーク 岐阜県大垣市加賀野4-1-12

県内 232 （株）名神 岐阜県岐阜市六条南2-12-20

県内 498 名北ワード（株） 岐阜県各務原市鵜沼羽場町5丁目176番地

県内 180 メディカル・ヒーロン（有） 岐阜県岐阜市向加野2丁目16番5号

県内 437 （株）メディスポ 岐阜県岐阜市大菅南13番18号

県内 496 （株）森商会 岐阜県岐阜市福光西1丁目6番3号

県内 469 （株）ヤクルト東海　岐阜営業所 岐阜県岐阜市下奈良3丁目8番7号

県内 619 安田（株）　本店 岐阜市鶴田町3丁目24番地

県内 196 安田化成（株） 岐阜県加茂郡川辺町鹿塩1640-8

県内 520 安田電機暖房（株） 岐阜県岐阜市吉野町3丁目8番地

県内 386 八千代エンジニアリング（株）　岐阜事務所 岐阜県大垣市桐ヶ崎町37番地2

県内 682 （株）山正 岐阜県岐阜市市橋4丁目5番15号

県内 332 やまもと企画（株） 岐阜県可児市塩河1054番地1

県内 271 （株）ユイテック 岐阜県安八郡安八町東結字柳田544番地の1

県内 494 ヨツハシ（株） 岐阜県岐阜市黒野南1丁目90番地

県内 67 （有）ライティングビーム 岐阜県岐阜市西川手7丁目36番地

県内 695 （有）ライフサポートぎふ 岐阜県中津川市駒場731-4

県内 291 ランドブレイン（株）　岐阜事務所 岐阜県岐阜市此花町6-8

県内 363 （株）レオクラン東海 岐阜県岐阜市日野南4丁目17番13号

県内 581 （株）ワキタ商会　岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田南1-6-12

県内 804 和光通信(株) 岐阜県岐阜市菅生7丁目3番24号

県外 423 （株）アート　愛知支店 名古屋市北区楠1-1721

県外 829 アートフォト　右文 奈良県橿原市新賀町229-2グローバル大和八木411

県外 658 （一社）愛知県薬剤師会 名古屋市中区丸の内2丁目4番2号

県外 238 愛知小型エレベーター製造（株） 一宮市浅井町大野字郷中2番地の1

県外 665 愛知時計電機（株）　名古屋支店 名古屋市熱田区千年1丁目2番70号

県外 215 アイテック（株）　名古屋支店 名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ﾙｰｾﾝﾄﾀﾜｰ6階

県外 259 （株）アクアス 小牧市大字西之島967番地1

県外 790 (株)アコード 大阪市西区京町堀1丁目10番14号

県外 510 浅野環境ソリューション（株）　名古屋営業所 名古屋市東区葵1丁目25番1号

県外 472 朝日電気工業（株） 名古屋市中村区本陣通4丁目48番地

県外 225 アシスト（株） 名古屋市緑区滝ﾉ水5丁目1310番地

県外 481 アズビル金門（株）　名古屋支店 名古屋市中区錦2丁目14番19号　名古屋伏見Kスクエア4階

県外 244 （株）東産業　名古屋営業所 名古屋市南区桜本町141番地1 桜本町小林ﾋﾞﾙ302

県外 449 宛名印刷機製造（株） 名古屋市東区代官町39番22号大洋ﾋﾞﾙ

県外 984 (株)アビリブ
愛知県名古屋市中区栄5丁目28番地12号　名古屋若宮ビル11階

県外 983 (株)アマナ 東京都品川区東品川2-2-43

県外 972 (株)アルカディア 大阪府箕面市箕面6丁目3番1号

県外 505 ALSOKあんしんケアサポート（株） 東京都大田区山王1丁目3番5号

県外 305 アルティアセントラル 名古屋市中区栄1丁目29番29号

県外 267 （株）安全性研究センター 富山市興人町2番62号

県外 816 （株）アンテナ 東京都千代田区神田神保町3－5住友不動産九段下ビル6F

県外 951 (株)イーセル 広島県広島市西区井口5丁目6番4号

県外 277 石垣メンテナンス（株）　名古屋支店 名古屋市中区錦2丁目4番3号

県外 473 （株）インタラック関西東海 浜松市中区伝馬町311番地の14

県外 413 （株）ウィズウェイストジャパン さいたま市大宮区大成町2-224-1

県外 841 (株)ウェザーニューズ 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地　幕張テクノガーデン

県外 772 ウェーブ　プランニング　オフィス 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字西法寺1-13-3-203

県外 166 （株）ウォーターエージェンシー　名古屋営業所 名古屋市守山区新守町154番地

県外 462 （株）ウォーターテック　名古屋営業所 名古屋市中区錦3丁目7番9号

県外 643 内田工業（株） 名古屋市中川区好本町3丁目67番地
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県外 531 (株)内田洋行　営業本部　教育ICT事業部 名古屋市中区錦2丁目2番2号 名古屋丸紅ﾋﾞﾙ13F

県外 283 （株）ヴァイオス 和歌山市西庄295番地の9

県外 552 ヴェオリア・ジェネッツ（株）　中部支店 名古屋市東区葵3丁目15番31号 千種ﾆｭｰﾀﾜｰﾋﾞﾙ

県外 691 エイトレント（株）　東海・名古屋営業所 名古屋市鍜治ｹ一色西2-173

県外 493 （株）エオネックス 金沢市東蚊爪町1丁目19番地4

県外 952 エコシステム花岡(株) 秋田県大館市花岡町字堤沢42番地

県外 348 （株）エコシティサービス 横浜市都筑区茅ヶ崎中央8番33号ｻｳｽｺｱ205号室

県外 405 （株）エコネコル 静岡県富士宮市山宮3507番地の19

県外 759 （株）エコ・マインド 富山市松浦町6番20号

県外 630 （株）エスアールエル 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

県外 797 (株)エスエスサポート 大阪市淀川区西宮原2丁目7番38号

県外 683 エスエヌ環境テクノロジー（株） 大阪市此花区西九条5丁目3番28号

県外 240 SNグローバル 愛知県あま市上萱津池田31番地

県外 326 （株）エステム 名古屋市南区弥次ヱ町2丁目19番地の1

県外 699 エヌエス環境（株）　名古屋支店 名古屋市守山区瀬古東2-907

県外 528 ＮＴＴファイナンス（株）　東海支店 名古屋市東区東桜1丁目1番10号

県外 514 （株）エヌディエスリース 名古屋市中区千代田2丁目15番18号

県外 553 NDネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町二丁90番地5

県外 657 （株）エヌ・イーサポート名古屋支店 名古屋市中村区城主町2丁目26番2

県外 459 NECキャピタルソリューション（株）　中部支店 名古屋市中区錦1丁目17番1号

県外 421 NECソリューションイノベータ(株) 東京都江東区新木場1丁目18番7号

県外 660 NECネクサソリューションズ（株）　中部支社 名古屋市中区錦1丁目17番1号

県外 335 NECネッツエスアイ（株）　中部支店 名古屋市中区錦1丁目17番1号

県外 507 NECマグナスコミュニケーションズ（株）　名古屋カスタマーセンター 名古屋市熱田区大宝3-2-11

県外 187 荏原実業（株）　中部営業所 名古屋市熱田区金山町1丁目7番5号 電波学園金山第1ﾋﾞﾙ

県外 144 （株）荏原製作所　中部支社 名古屋市西区菊井2丁目22番7号

県外 827 (株)F-Power
東京都港区芝浦3丁目1番21号　田町ステーションタワーS　20F

県外 791 エフビットコミュニケーションズ(株) 京都市南区東九条室町23番地

県外 296 （株）MJC 宮崎市霧島2丁目84番地1

県外 764 (株)エムティーアイ 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

県外 266 （株）LSIメディエンス 東京都千代田区内神田1丁目13番4号

県外 639 大阪ガスセキュリティーサービス(株) 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号

県外 940 公益社団法人　大阪技術振興協会 大阪府大阪市西区靱本町1丁目8番4号

県外 478 大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田2-1-10

県外 146 オオサキメディカル（株） 名古屋市西区玉池町203番地

県外 288 （株）大原鉄工所 新潟県長岡市城岡2丁目8番1号

県外 295 （株）オービス　名古屋営業所 名古屋市北区平安2-1-14 ｶﾄﾚﾔﾋﾞﾙ3F

県外 211 （株）オーヤラックス　名古屋営業所 名古屋市中区栄1丁目10番21号

県外 587 オメガニクス(株) 東京都渋谷区桜丘町29-36 徳力ﾋﾞﾙ4F

県外 263 （株）オリス 新潟市中央区鳥屋野310番地

県外 615 オルガノ（株）　中部支店 名古屋市千種区内山3丁目7番3号

県外 433 オルガノプラントサービス（株）　中部事業所 名古屋市千種区内山3-7-3 NTPﾌﾟﾗｻﾞ千種内山

県外 268 （株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16番

県外 645 （株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚1丁目4番12号

県外 161 海南エンジニアリング（株） 愛知県愛西市本部田町鴨田83番地の6

県外 966 香川　元太郎 埼玉県入間市大字仏子1183番地23

県外 395 (株)加速器分析研究所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町129-1

県外 734 （株）カナデン　中部支店 名古屋市中村区名駅南1丁目19番1号

県外 201 鎌長製衡（株）　名古屋支店 名古屋市西区則武新町4-3-17(加島ﾋﾞﾙ)

県外 813 河田フェザー(株)　明和工場 三重県多気郡明和町山大淀3255番地

県外 264 （株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町1丁目6番10号

県外 115 環境開発（株） 金沢市大桑町上猫下4番地7

県外 980 (株)環境技術センター 長野県松本市大字笠賀5652番地166

県外 310 環境計測(株)　中部営業所 愛知県海部郡蟹江町大字今字下六反田65-1

県外 467 （株）環境公害センター 名古屋市守山区花咲台2-201

県外 555 環境未来（株） 松本市大字和田4010番地5
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県外 5 （公財）元興寺文化財研究所 奈良市中院町11番地

県外 826 関西電力(株) 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号

県外 910 (株)カンポ 京都市伏見区羽束師古川町233番地

県外 410 （株）ぎじろくセンター　東京営業所 東京都中央区日本橋小舟町9番3号 日本橋相互ﾋﾞﾙ505号室

県外 738 （株）議事録発行センター 岡山市北区高柳西町1番23号

県外 294 北日本コンピューターサービス（株） 秋田市南通築地15番32号

県外 976 学校法人　北日本自動車学校 富山市五福4186番地

県外 742 （株）北川鉄工所 彦根市鳥居本町1258番地

県外 285 キハラ（株）　名古屋営業所 名古屋市西区大金町3-35

県外 359 （株）ぎょうせい　東海支社 名古屋市中区錦3丁目10番33号

県外 297 （株）共立メンテナンス 東京都千代田区外神田2丁目18番8号

県外 323 共和工業（株） 東京都大田区大森南4丁目4番16号

県外 588 （株）協和コンサルタンツ　中部営業所 名古屋市中区栄5丁目28番12号

県外 604 極東サービス（株）　大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町5丁目9番1号

県外 675 近畿環境サービス（株） 大阪市西淀川区歌島2丁目1番12号

県外 621 近畿環境サービス（株）　大阪支店 大阪市中央区船場中央3丁目2番

県外 629 （協組）くびき野地理空間情報センター 新潟県上越市西城町2丁目10番18号

県外 688 クボタ環境サービス（株）　中部支店 名古屋市中村区名駅3丁目22番8号

県外 582 クマリフト（株）　名古屋営業所 名古屋市熱田区外土居町9-14

県外 170 クリアソリューションズ（株） 名古屋市中区大須1丁目35番18号

県外 631 （株）グリーンエコ 大阪市中央区南船場1丁目17番11号 上野BRﾋﾞﾙ

県外 345 （株）グリーンかんきょうネット 名古屋市千種区今池1丁目6番3号

県外 912 (株)グリーンハウス 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

県外 855 グリーンフィル小坂(株) 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部60番地1

県外 300 （株）クリタス　東海支店 名古屋市昭和区阿由知通4-13

県外 567 特定非営利活動法人グローバル教育推進機構　中部支部 名古屋市中区大須1-7-14 ﾊﾟｰｸIMﾋﾞﾙ2階

県外 719 群桐エコロ（株） 群馬県太田市新田大町600番地26

県外 769 KSS(株) 東京都武蔵村山市伊奈平1丁目70番2号

県外 646 （株）計画情報研究所 金沢市駅西本町2丁目10番6号

県外 997 KDDI(株)ウエルネスマネジメント部 東京都渋谷区渋谷2-21-1　渋谷ヒカリエ34F

県外 254 （有）毛野考古学研究所　富山支所 富山県射水市戸破1679-3-A

県外 927 （一財）建設物価調査会　中部支部 名古屋市中区錦3丁目4番6号

県外 663 （株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国1丁目12番8号

県外 466 神戸綜合速記（株） 神戸市中央区北長狭通4丁目3番8号

県外 679 国土情報開発（株） 東京都世田谷区池尻2丁目7番3号

県外 477 （株）コクドリサーチ　群馬支社 群馬県伊勢崎市宮子町3606番地8

県外 235 （株）コトブキ　名古屋支店 名古屋市千種区桜が丘295番地 第8ｵｵﾀﾋﾞﾙ5階

県外 597 小林クリエイト（株）　名古屋第二営業部 名古屋市中区錦1丁目17番13号(名興ﾋﾞﾙ)

県外 501 （株）五輪 富山市奥田新町12番3号

県外 697 金剛（株）　名古屋支店 名古屋市守山区廿軒家15-23

県外 113 （株）近藤 名古屋市中村区森末町2丁目49番地の1

県外 200 （株）サーベイリサーチセンター　名古屋事務所 名古屋市中村区名駅南1丁目12番9号

県外 739 （株）サイネックス 大阪市中央区瓦屋町3丁目6番13号

県外 506 山王（株）　関東営業所 埼玉県熊谷市三ヶ尻3072

県外 622 （株）サン・エス 奈良市法華寺町1273

県外 456 （株）三協 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田112番地

県外 352 （株）サンケン・エンジニアリング　大阪支店 大阪府吹田市芳野町2番8号

県外 938 三晃工業(株) 大阪府大阪市大正区鶴町2丁目15番26号

県外 593 （株）サン・システム 新潟県長岡市本町2丁目4番地21

県外 573 （株）三進ろ過工業 名古屋市中村区亀島2丁目22番2号

県外 644 （有）サンテック 静岡県富士宮市大中里1274-6

県外 179 （株）三豊 豊橋市西山町字西山328番地

県外 404 山陽マーク（株） 広島市西区楠木町1丁目2番5号

県外 412 （株）サンリーク　名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目7番26号5F

県外 626 （株）シーエスエス総合舞台 名古屋市千種区松軒1丁目5番16号

県外 913 (株)ジーエスエフ 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
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県外 162 （株）シーモス名古屋 名古屋市熱田区神宮2丁目7番15号

県外 746 （株）ジェイ　エスキューブ　中部サービス部 名古屋市中区栄3丁目1番1号

県外 815 (株)JTBコミュニケーションデザイン 東京都港区芝3丁目23番1号

県外 284 （株）JECC 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号

県外 745 （株）システムディ 京都市中京区鳥丸通三条上る場之町603番地

県外 185 シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘3丁目6番地3

県外 186 シダックスフードサービス（株） 東京都調布市調布ヶ丘3丁目6番地3

県外 516 （株）自治体病院共済会 東京都千代田区平河町2丁目7番5号砂防会館本館7階

県外 223 (株)シネマ雄 名古屋市中区松原3丁目12-21

県外 320 シフトプラス（株） 大阪市西区江戸堀2-1-1江戸堀センタービル8階

県外 379 JFEエンジニアリング（株）　名古屋支店 名古屋市中村区名駅3丁目28番12号

県外 614 JFE条鋼（株）　水島製造所 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目5番2

県外 269 （株）ジャパンインターナショナル総合研究所 京都市右京区西京極西池田町9番地5 西京極駅前ﾋﾞﾙ6階

県外 609 ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木1丁目22番1号

県外 725 （株）ジャパンメディカルコンタクトレンズ 名古屋市中村区名駅南3丁目16番15号 ASﾋﾞﾙ4階

県外 298 ジャパンレイクアンドキャナル（株） 長浜市平方町868番地1-1111号

県外 479 城南メンテナンス　名古屋営業所 名古屋市西区中小田井4-478

県外 985 (株)昭文社 東京都千代田区麹町3丁目1番地

県外 373 ジョンソンコントロールズ（株）　名古屋支店 名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ﾋﾞﾙ本館

県外 698 （有）白坂速記事務所 金沢市窪7丁目263番地

県外 351 （株）城山　名古屋営業所 名古屋市千種区山添町2-90-1

県外 591 （株）新栄重機 小牧市常普請1丁目127番地

県外 374 （株）シン技術コンサル　名古屋営業所 名古屋市緑区大高町西正地19番地 ｻﾋﾟｰｶﾞｰﾃﾞﾝⅡ203号

県外 661 （株）シンク
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目19番24号大博センタービル

県外 33 （株）シンノウ 岡山県倉敷市連島中央1丁目10番28号

県外 488 新明和アクアテクサービス（株）　中部センター 小牧市外堀3丁目193番地

県外 439 シンレキ工業（株）　名古屋出張所 名古屋市緑区潮見が丘2丁目198

県外 820 水ingエンジニアリング（株）　北陸営業所 金沢市松島2丁目57

県外 174 水道機工（株）　名古屋支店 名古屋市中区栄2丁目4番12号

県外 354 水道総合プランニング（株） 埼玉県和光市本町22-1

県外 708 特定非営利活動法人　SCOP 松本市中央2丁目3番17号 知新堂ﾋﾞﾙ3階A

県外 372 （有）スタッフプランニング 名古屋市千種区松軒1丁目5番17号

県外 227 （株）スタジオ三十三 京都市伏見区竹田松林町11番地

県外 350 （株）スポーツマックス 名古屋市緑区池上台2丁目37番地1

県外 18 （株）スマートバリュー　クラウドイノベーションＤｉｖision 大阪市西区靭本町2-3-2 なにわ筋本町MIDﾋﾞﾙ4階

県外 814 巣守金属工業(株) 広島市南区出島1丁目34番7号

県外 249 セコム（株） 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号

県外 616 ゼット工業（株） 名古屋市守山区新守山3412番地

県外 426 （株）宣通 名古屋市東区東桜2丁目16番27号

県外 475 セントラルメディカル（株） 金沢市西念3丁目1番5号

県外 944 協同組合　総合技術士連合 大阪市北区西天満5丁目1番19号

県外 233 総合メディカル（株）　名古屋支店 名古屋市中村区那古野1丁目47番1号

県外 707 （株）ソーシャルアーツコンサルティング 松本市中央2丁目3番17号 知新堂ﾋﾞﾙ3階B

県外 637 （株）ソフトウェア・サービス 大阪市淀川区西宮原2丁目6番1号

県外 181 ソフトバンク（株） 東京都港区東新橋1丁目9番1号

県外 598 ソリマチ（株） 新潟県長岡市表町1丁目4番地24

県外 356 第一法規（株） 東京都港区南青山2丁目11番17号

県外 206 大栄環境（株） 大阪府和泉市ﾃｸﾉｽﾃｰｼﾞ2丁目3番28号

県外 427 大新東（株）　名古屋営業所 名古屋市中川区昭和橋通6-24

県外 633 大和機工（株） 愛知県大府市梶田町1丁目171番地

県外 632 大和産業（株） 佐賀市高木瀬西1丁目5番19号

県外 19 （株）大和鉄工所 大阪府東大阪市荒本新町7番13号

県外 406 大和不動産鑑定（株）　名古屋支社 名古屋市中区栄2丁目3番6号

県外 822 大和ハウス工業(株) 東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号

県外 535 （株）タカダ　中部支店 名古屋市中村区椿町1番16号

県外 690 （株）タクマテクノス　西日本支社 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号
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県外 548 （株）タツノ 長野県上田市下塩尻236番4

県外 203 （株）立山システム研究所 富山市大泉1583番地

県外 255 （株）玉川文化財研究所 横浜市神奈川区西神奈川1丁目8番地の9

県外 402 （株）タムラ 東京都江戸川区西一之江4丁目9番28号

県外 2 （株）丹青社 東京都港区港南1丁目2番70号

県外 564 （株）地域環境計画　名古屋支社長 名古屋市名東区高社1-68

県外 677 (株)地域計画建築研究所　名古屋事務所 名古屋市中村区名駅南1丁目27番 日本生命笹島ﾋﾞﾙ

県外 848 地中エンジニアリング(株)　大阪営業所 大阪市北区西天満3-13-18

県外 818 (株)チューエツ 富山市上本町3番16号

県外 847 (株)中央クリエイト　中部支店 名古屋市北区志賀南通2丁目4番地3

県外 589 中外テクノス（株）　中部支社 名古屋市守山区花咲台2丁目303番地

県外 308 中部安全サービス保障（株） 愛知県弥富市佐古木1丁目14番地1

県外 68 中部エコバイオ（同） 小牧市大字本庄字白池838番地1

県外 796 (株)中部設計 富山市本町10番2号

県外 78 （株）中部選挙設備 名古屋市中村区野田町字又部28番地の2

県外 34 中部テレコミュニケーション（株） 名古屋市中区栄2丁目2番5号

県外 824 中部電力(株) 名古屋市東区東新町1番地

県外 315 中部保全（株）　有沢支店 富山市有沢193番地1

県外 574 中部リサイクル（株） 名古屋市港区昭和町18番地

県外 304 （株）つくばウエルネスリサーチ 千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ148街区2 KOIL505

県外 66 都築電気（株）　名古屋支店 名古屋市中区錦2丁目13-30

県外 468 （株）データベース　名古屋営業所 長久手市蟹原1901番地 A-702

県外 460 （株）データホライゾン 広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号 広島ﾐｸｼｽ･ﾋﾞﾙ

県外 383 帝人在宅医療（株） 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号

県外 381 （株）テイソートヨカ　北陸営業所 金沢市専光寺町47番地1

県外 309 （株）ディーブイエスネクスト 名古屋市中区上前津2丁目14番15号

県外 712 （株）デイリー・インフォメーション中部 名古屋市中区錦1丁目20番地12号 伏見ﾋﾞﾙ6F

県外 454 （株）テクノスジャパン　関西支店 大阪市北区梅田1丁目11-4-1100-11-10

県外 546 （株）テスコム　関西支店 大阪府吹田市江の木町12番5号

県外 257 寺岡オート・ドアシステム（株）　名古屋支店 名古屋市北区清水5丁目10番2号

県外 214 テルウェル西日本（株）東海支店 名古屋市中区松原3丁目2番8号

県外 792 東亜グラウト工業(株)　中部支店 名古屋市天白区笹原町508番地

県外 346 （株）東海チャートプロダクツ 名古屋市千種区今池1丁目6番3号

県外 713 （株）東海テレビプロダクション 名古屋市東区東桜1丁目14番27号

県外 649 東海リース（株）　名古屋支店 名古屋市中区栄3丁目32番20号

県外 857 東京計器(株)　名古屋営業所 名古屋市中区錦1丁目20番19号

県外 102 東京センチュリー(株)　名古屋営業部 名古屋市中区栄2-1-1

県外 220 東京テクニカル・サービス（株） 千葉県浦安市今川4丁目12番38-1号

県外 301 （株）東京法規出版 東京都文京区本駒込2丁目29番22号

県外 409 東京法令出版(株) 長野市南千歳町1005番地

県外 322 東芝インフラシステムズ（株）　中部支社 名古屋市中村区名駅1-1-3 JRｹﾞｰﾄﾀﾜｰ30F

県外 444 東芝エレベータ（株）　北陸支店 金沢市昭和町16番1号

県外 425 東洋グリーン(株)　名古屋支店 名古屋市西区あし原町372

県外 556 東洋計器（株）　名古屋支店 名古屋市中川区澄池町16番14号

県外 226 （株）東洋食品 東京都台東区東上野1-14-4

県外 164 トーエイ（株） 愛知県知多郡東浦町大字藤江字ﾔﾝﾁｬ28番地の1

県外 702 （株）トーケミ　名古屋営業部 名古屋市昭和区広路通6-12

県外 642 （株）トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町3番23号

県外 989 (株)ドーン 神戸市中央区磯上通2丁目2番21号

県外 678 （株）ドクターネット 東京都港区芝大門2丁目5番5号

県外 361 （株）鳥羽 富山市稲荷元町3丁目8番43号

県外 327 （株）図書館流通センター 東京都文京区大塚3丁目1番1号

県外 319 冨木医療器（株） 金沢市問屋町2-46

県外 765 （株）富山環境整備 富山市婦中町吉谷3番地3

県外 377 （株）富山フォーム印刷 富山市黒崎173-1

県外 763 豊富産業（株） 富山県滑川市下梅沢1341
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県外 894 (株)トラベルジップ 東京都渋谷区広尾1-4-15　2F

県外 963 (株)トリップシード 東京都町田市小川7丁目3番1号

県外 628 中尾フイルター工業（株）　名古屋事務所 名古屋市中区丸の内3丁目21番23号 夢現丸の内ﾋﾞﾙ

県外 993 中北薬品（株）　豊橋支店 愛知県豊橋市下地町字操穴24番地

県外 819 長野ポンプ(株) 石川県金沢市浅野本町ロ145番地

県外 415 （株）永田メディカル　富山営業所 富山市太郎丸西町1丁目3番3号

県外 566 （一財）名古屋公衆医学研究所 名古屋市中村区長筬町4丁目23番地

県外 517 名古屋水工（株） 名古屋市西区則武新町4丁目1番45号

県外 336 ナゴヤプラント（株） 名古屋市東区葵3丁目25番1号

県外 803 ナブコドア(株)　富山営業所 富山市黒瀬380番1号

県外 958 ナレッジメディカル(株)　富山営業所 富山市太郎丸西町1丁目3番3号

県外 375 （株）南信サービス 長野県下伊那郡松川町元大島2715-43

県外 287 （株）西日本環境 神戸市長田区長田町7丁目3番2号

県外 237 （株）西日本水道センター　名古屋支店 名古屋市中区錦1-20-8-4F

県外 10 （株）西原環境　中部支店 名古屋市東区葵3丁目15番31号

県外 390 （株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2の9

県外 246 （株）ニック 福岡県大野城市川久保3丁目1番23号

県外 440 （株）ニッコク　名古屋支店 名古屋市北区彩紅橋通2丁目5番地

県外 155 日清医療食品（株）　名古屋支店 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ5階

県外 999 (有)日本一安い罠の店 大分県由布市狭間町来鉢2996番地2

県外 177 日本オーチス・エレベータ（株）　中部支店 名古屋市東区泉1丁目23番30号

県外 920 日本会計コンサルティング(株) 東京都港区東新橋1丁目5番2号

県外 575 日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南1-5-10

県外 525 日本ケーブル（株）　長野支店 長野市北尾張部145番地

県外 212 日本事務器（株）　中部支社 名古屋市中村区名駅南2-14-19

県外 744 日本栄伸システム設計(株) 東京都港区芝浦4丁目5番11-107号

県外 344 （株）日本エム・アイ・エー 名古屋市中区錦1丁目6番18号 J･伊藤ﾋﾞﾙ4階

県外 411 日本海航測（株）　名古屋支店 名古屋市西区市場木町186番地103

県外 610 （株）日本開発研究所三重 津市広明町121番地の2

県外 281 （一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町1-10保健会館新館

県外 183 （一財）日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10番6号

県外 299 日本機械工業（株）　名古屋営業所 名古屋市中区上前津2丁目12番1号

県外 387 （一財）日本気象協会　中部支社 名古屋市北区水草町1丁目21番5号

県外 717 日本教育情報機器（株） 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号

県外 218 （一社）日本経営協会　中部本部 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ10階

県外 307 （株）日本経営情報システム 札幌市豊平区平岸二条5丁目2番14号 第5平岸ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ601号

県外 341 日本原料（株）　関西支店 大阪市中央区内本町1-3-5

県外 391 （株）日本サポートサービス 東京都千代田区神田猿楽町2丁目2番10号

県外 401 （株）日本選挙センター 東京都千代田区神田神保町1丁目34番地

県外 711 日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市米原西23番地

県外 117 （一財）日本品質保証機構　中部試験センター 北名古屋市沖村沖浦39

県外 151 日本ファイリング（株）　名古屋支店 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ﾋﾞﾙ

県外 503 （株）日本フォトサイエンス 東京都八王子市散田町5-8-3

県外 533 (株)日本翻訳センター 東京都千代田区神田美土代町7番地

県外 446 （株）日本メカトロニクス 名古屋市中川区八熊2丁目1番11号

県外 160 （株）日本レップス　関西営業所 大阪府門真市新橋町12番18号 三松ﾏﾝｼｮﾝ505号

県外 278 （株）日本漏防コンサルタント　中部営業所 愛知県稲沢市稲沢町前田180-1

県外 224 ＮＥＷ　ＡＧＥ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 名古屋市千種区小松町6-26

県外 926 (株)ネクサス 東京都渋谷区代々木2丁目28番7号　代々木NTビル2階

県外 149 根本工業（株） 名古屋市昭和区小坂町2丁目13番地

県外 408 (株)乃村工藝社 東京都港区台場2丁目3番4号

県外 518 野村興産（株） 東京都中央区日本橋堀留町2丁目1番3号

県外 450 ハートアベニュー（有） 一宮市千秋町佐野字郷前51番地の2

県外 290 バイザー（株） 名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号

県外 380 （株）ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村8362番地4

県外 795 (株)パソナ 東京都千代田区大手町2丁目6番2号
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県外 262 八光海運（株） 大阪府南河内郡河南町大字一須賀453番地の1

県外 261 八光興業（株） 大阪府南河内郡太子町大字山田1116番地の36

県外 987 (株)話し方教育センター 東京都港区新橋4丁目30番6号

県外 274 パナソニックLSエンジニアリング（株）　中部支店 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号

県外 599 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）　中部社 名古屋市東区東桜1丁目14番11号

県外 782 (株)パネイル 東京都千代田区大手町1丁目5番1号

県外 854 パブリック・ハーツ(株) 名古屋市熱田区六野1丁目2番21号　MCT2203

県外 222 （株）林寺メディノール 金沢市笠舞本町2丁目26番7号

県外 1003 パラテクノ(株) 東京都文京区本郷5丁目28番3号

県外 647 ハリタ金属（株） 富山県高岡市福岡町本領1053番地1

県外 636 (株)ビーコンラーニングサービス 東京都中央区日本橋茅場町2丁目2番1号

県外 256 （株）ビー・エイチ・シー 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目11番9号

県外 881 (株)ビー・エム・エル　富山営業所 富山市婦中町島本郷47-2

県外 842 (株)ビーボーン 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号

県外 497 （株）ビーマックス 富山市上赤江町2丁目2番67号

県外 403 (株)HYSエンジニアリングサービス　中部支店 名古屋市中区錦3-20-27

県外 689 日立キャピタルオートリース（株）　中部支店 名古屋市中区栄3-17-12

県外 583 （株）日立システムズ　中部支社 名古屋市中区栄1丁目24番15号

県外 547 （株）日立製作所　中部支社 名古屋市中区栄3丁目17番12号

県外 577 （株）日立ビルシステム　中部支社 名古屋市中村区名駅1-1-4 JRｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰｽﾞ

県外 184 Hitz環境サービス（株） 神奈川県川崎市川崎区南町1番1

県外 837 (株)ヒューマンネット 石川県金沢市西念3丁目15番23号

県外 145 表示灯（株） 名古屋市中村区名駅4丁目2番11号　ﾅﾋﾞﾀ名灯ﾋﾞﾙ

県外 724 （株）ヒラカワ　中部支店 名古屋市北区黒川本通2丁目17番地

県外 182 (株)フィスメック関西事業部 大阪市中央区南船場2-12-10

県外 353 （株）フィリップス・ジャパン ヘルスシステムズ　事業部 東京都港区港南2丁目13番37号 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾋﾞﾙ

県外 253 福泉(株) 愛媛県松山市雄郡1丁目1番32号

県外 314 富士建設工業（株） 新潟市北区島見町3307番地16

県外 432 富士工管（株） 名古屋市中村区竹橋町22番11号

県外 461 富士産業（株） 東京都港区新橋5-32-7 FIﾋﾞﾙ

県外 545 富士産業（株）　名古屋支店 名古屋市西区城西4丁目5番4号

県外 159 フジ地中情報（株）　名古屋支店 名古屋市東区葵3丁目15番31号

県外 451 富士ゼロックスシステムサービス（株）　公共事業本部　中部支店 名古屋市中区栄1丁目12番17号

県外 53 （株）富士通ゼネラル　中部情報通信ネットワーク営業部 名古屋市名東区猪高台1丁目1315番地

県外 720 富士通ソーシャルライフシステムズ（株） 大阪市中央区城見2-2-6

県外 747 （株）富士通マーケティング　中部営業本部　東海支社 名古屋市中村区名駅1-1-3 JRｹﾞｰﾄﾀﾜｰ

県外 369 富士通リース（株）　中部支店 名古屋市中村区名駅1-1-3 JRｹﾞｰﾄﾀﾜｰ

県外 443 フジテコム（株）　中部支店 名古屋市東区葵3-23-7 千種ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙN6F

県外 396 （株）フソウ　名古屋支店 名古屋市中川区広住町5-22

県外 823 (株)フリースタイルエンターテイメント 名古屋市中区錦2丁目19番1号

県外 749 （株）ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町4丁目3番18号

県外 740 （一社）文化財科学研究センター 奈良県天理市田町447番地

県外 762 （株）ベネッセコーポレーション　初等中等教育事業本部 岡山市北区南方3丁目7番17号

県外 530 邦英商興（株） 名古屋市北区清水3丁目16番11号

県外 620 （株）ホープ 福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ﾋﾞﾙ7F

県外 709 （株）ボーダーリンク さいたま市大宮区下町2-16-1 ACROSS 8階

県外 554 北酸（株） 富山市本町11番5号

県外 272 （株）北陸環境科学研究所 福井市光陽4丁目4番27号

県外 766 (一財)北陸電気保安協会　富山支店 富山市新庄本町2丁目9番98号

県外 366 （一財）北陸保健衛生研究所 金沢市太陽が丘3丁目1番2

県外 270 （株）北陸マックス 富山市上赤江町2丁目2番67号

県外 370 （株）北陸ワキタ　富山営業所 富山市問屋町1-5-1

県外 817 ポツニーボウズジャパン(株)大阪支店
大阪市中央区安土町2丁目3-13　大阪国際ビルディング14階

県外 704 （株）前澤エンジニアリングサービス　名古屋営業所 名古屋市中区錦2丁目14番21号

県外 11 松田産業（株） 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

県外 606 （株）松村電機製作所　中部支店 名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ﾋﾞﾙ3階
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県外 292 柾木工業（株） 大阪市此花区梅町2丁目2番25号

県外 743 丸三製薬バイオテック（株） 富山市南央町3番37

県外 693 （株）マルタマフーズ 大阪市平野区平野馬場1丁目17番15号

県外 282 丸文通商（株）　富山支店 富山市八日町247番地41

県外 723 丸茂電機（株）　名古屋営業所 名古屋市東区武平町5-1 名古屋栄ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

県外 205 三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地

県外 964 三木佐藤アーキ 札幌市中央区盤渓475-98

県外 608 三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-13

県外 722 三井金属資源開発（株） 東京都品川区大崎1丁目11番1号

県外 457 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 東京都港区芝浦1丁目2番3号

県外 945 ミツウロコグリーンエネルギー(株) 東京都中央区日本橋2丁目11番2号

県外 492 三菱電機インフォメーションシステムズ（株）　ITプロダクト営業部 東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ﾋﾞﾙ

県外 137 三菱プレシジョン（株）　中部支社 名古屋市中区丸の内3丁目21番31号

県外 147 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）　名古屋 名古屋市東区葵1丁目19番30号

県外 982 緑屋電気(株) 東京都中央区日本橋室町1丁目2番6号

県外 500 （株）宮本工業所 富山市奥田新町12番3号

県外 302 未来のアグリ（株） 福井県坂井市春江町沖布目第38号3番地

県外 204 （株）向田工業所 藤枝市岡部町岡部1826番1

県外 650 （株）ムサシ　名古屋支店 名古屋市中区栄4丁目14番2号

県外 805 (株)ムラヤマ　名古屋支店 名古屋市中区錦2-4-15　ORE錦二丁目ビル12F

県外 422 名鉄協商（株） 名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号

県外 748 メイド・イン・ジャパン・プロジェクト（株） 東京都港区六本木7-1-19 ｸﾛｰﾊﾞｰ六本木1501

県外 721 （株）名豊 名古屋市中区松原2丁目2番33号

県外 532 メタウォーター（株）　営業本部中日本営業部 名古屋市西区名駅2丁目27番8号

県外 565 （株）メディアニジュウイチ 大阪市北区梅田1丁目2-2-1000号 大阪駅前第2ﾋﾞﾙ1018

県外 29 (株)メディカルケア 愛知県江南市前飛保町緑ヶ丘83番地

県外 23 （株）森里川海生業研究所 東京都世田谷区松原1-11-26

県外 716 （株）森田鉄工所　名古屋営業支店 名古屋市昭和区広路通1丁目12番

県外 800 (株)森のエネルギー研究所 東京都羽村市小作台1-4-21 KTDｷｮｰﾜﾋﾞﾙ小作台

県外 705 （株）山越 名古屋市西区則武新町1丁目3番5号

県外 808 山下工業（株） 群馬県前橋市鼻毛石町207-8

県外 559 税理士法人ヤマダ会計 浜松市中区佐鳴台1丁目6番11号

県外 389 （株）大和速記情報センター　名古屋営業所 名古屋市中区錦2-12-14

県外 230 ヤマトグローバルロジティクスジャパン（株）　中部美術品支店 春日井市大留町3丁目1番1号

県外 318 ヤマハサウンドシステム（株）　名古屋営業所 名古屋市中区錦1丁目18番28号

県外 648 （株）ヤマモト 静岡県富士宮市山宮2344

県外 560 ユタカインテグレーション（株） 大阪市城東区古市1-4-23

県外 807 (有)euphoria factory 東京都目黒区青葉台1-6-59　B-2

県外 221 横河ソリューションサービス（株）　中部支社 名古屋市熱田区一番3丁目5番19号

県外 293 （株）吉田生物研究所 京都市山科区厨子奥苗代元町31

県外 502 （株）ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋2丁目1番4号

県外 780 楽天(株) 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

県外 265 （株）ラックス 富山市西長江1丁目12番地1

県外 458 （株）リクルートライフスタイル 東京都千代田区丸の内1丁目9番2号

県外 175 リコーリース（株）　中部支社 名古屋市西区牛島町6番1号

県外 321 理水化学（株）　名古屋支店 名古屋市中村区則武1丁目3番8号

県外 289 （株）流通研究所 神奈川県厚木市寿町1丁目4番3-2号

県外 529 （株）両備システムズ 岡山市南区豊成2丁目7番16号

県外 513 ワールドウォーターバッグ（株） 大阪市東住吉区今川1丁目6-23

県外 710 （株）ワイズ 長野市三輪1-8-14

県外 799 ワイズ公共データシステム(株) 長野市田町2120-1

県外 580 Next-i（株） 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目35番22号

県外 219 （株）ワトワメディカル 愛知県大府市横根町坊主山1番地の141

県外 770 (株)ワンオー 東京都渋谷区神宮前6-31-15-7A
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