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5001 亀山（株） 岐阜県岐阜市長住町５－７ 代表取締役 亀山　幸雄
5003 東濃建物管理（株） 岐阜県可児市広見２－５７ 代表取締役 前田　裕三
5004 （株）総合保健センター 岐阜事業所 岐阜県岐阜市茜部菱野１－２０ 事業所長 加納　芳直
5005 （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２－１３－３７　フィリップスビル 事業部長 大石　恭裕
5006 （株）中部空調サービス 岐阜県岐阜市岩滝西１－４７５－２ 代表取締役 藤井　政規
5007 アズビル（株） ビルシステムカンパニー中部支社 愛知県名古屋市中区錦２－１４－１９ 執行役員支社長 丸山　哲也
5008 （株）サンリーク 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区丸の内３－７－２６－５Ｆ 所長 前田　良治
5009 アプロ通信（株） 岐阜県岐阜市茜部菱野４－１３４ 代表取締役 蓑島　裕和
5011 東海リース（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄３－３２－２０ 支社長 滝川　敬之
5012 （株）日本ウォーターテックス 埼玉県幸手市緑台１－１９－１１ 代表取締役 佐藤　亮
5013 （株）三進ろ過工業 愛知県名古屋市中村区亀島２－２２－２ 代表取締役 柳下　幸一
5014 （株）コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１－１ 代表取締役 捧　雄一郎
5015 （株）東洋スタビ 岐阜県揖斐郡大野町大字公郷３２６１－１ 代表取締役社長 宗宮　郷
5016 ワールドウォーターバッグ（株） 大阪府大阪市東住吉区今川１－６－２３ 代表取締役 中村　俊夫
5017 （株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 代表取締役 井上  喜代志
5019 （有）サイトウ自動車 岐阜県瑞穂市牛牧１５３１－１ 代表取締役 歳藤　健
5020 日本ガード（株） 岐阜県岐阜市茜部中島２－６６－６ 代表取締役 不破　欣昭
5021 テルウェル西日本（株） 東海支店 愛知県名古屋市中区松原３－２－８ 取締役東海支店長 西川　浩司
5022 （株）三輝 大阪府大阪市北区同心１－１０－１２ 代表取締役 中道　高司
5023 （株）ビルカン 岐阜県岐阜市下奈良３－６－６ 代表取締役 近本　仁
5024 岐阜県電気工事業工業組合 岐阜県岐阜市今川町２－２６－３ 理事長 森　輝廣
5025 （株）LSIメディエンス 東京都千代田区内神田１－１３－４ 代表取締役 渡部　晴夫
5026 （福）わかたけ共済部 福井県越前市西谷町３３－１０－２ 理事長 白藤　宗徳
5027 （株）トーカイ 岐阜県岐阜市若宮町９－１６ 代表取締役 小野木　孝二
5028 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１－２－３ 代表取締役 西野　敏哉
5029 （株）タムコ 東京都江戸川区西一之江４－９－９ 代表取締役 川野　文夫
5031 （株）HYSエンジニアリングサービス 中部支店 愛知県名古屋市中区錦３－２０－２７ 支店長 小俣　勇二
5032 みずほ東芝リース（株） 東京都港区虎ノ門１－２－６ 代表取締役 吉田　亨
5033 共和工業（株） 東京都大田区大森南４－４－１６ 代表取締役 安藤　忠嗣
5034 日東工営（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅４－２－１１ 支店長 山口　真弘
5035 （株）富士通ゼネラル 中部情報通信ネットワーク営業 愛知県名古屋市名東区猪高台１－１３１５ 部長 小林　和宏
5036 （株）メディスポ 岐阜県岐阜市大菅南１３－１８ 代表取締役 加藤　敏彦
5037 （株）アートユニフォーム岐阜 岐阜県大垣市本町１－３ 代表取締役 中村　慎治
5039 岐阜日野自動車（株） 本巣支店 岐阜県本巣市軽海１３２５－１ 支店長 林　健二
5040 朝日航洋（株） 岐阜支店 岐阜県大垣市今宿６－５２－１８ 支店長 矢吹　一弥
5041 （株）アルティアセントラル 愛知県名古屋市中区栄１－２９－２９ 代表取締役 大石　宇多野
5042 日本電子計算（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市千種区大久手町７－２６－１ 支店長 青山　真治
5044 サンエス（株） 岐阜県岐阜市茜部中島３－４４ 代表取締役 増田　将吾
5046 （株）ニック 福岡県大野城市川久保３－１－２３ 代表取締役 松浦　豊喜
5047 （株）メイホーエンジニアリング 岐阜県岐阜市吹上町６－２１ 代表取締役 尾松　豪紀
5048 （株）ヴァイオス 和歌山県和歌山市西庄２９５－９ 代表取締役 吉村　英樹
5049 （株）フューチャーイン 岐阜営業所 岐阜県岐阜市神田町９－２７　大岐阜ビル５F 所長 須崎　高晴
5050 （株）ワトワメディカル 愛知県大府市横根町坊主山１－１４１ 代表取締役 辻　直
5051 （株）三弘　岐阜営業所 岐阜県羽島郡笠松町米野１０５ 所長 伊藤　隆暁
5053 アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区滝ノ水５－１３１０ 代表取締役 西村　竹松
5054 （株）三豊 愛知県豊橋市西山町字西山３２８ 代表取締役 大林 弘季
5055 マルギ繊維（株） 岐阜県岐阜市茜部中島３－３３－１ 代表取締役 辻　博
5056 中央電子光学（株） 岐阜県岐阜市六条北４－１０－７ 代表取締役 日比　泰雅
5057 （株）美濃環境保全社 岐阜県本巣市仏生寺３９１－７ 代表取締役 林　和幸
5058 （有）揖斐・本巣クリーナー 岐阜県本巣市仏生寺３９１－１ 代表取締役 林　和幸
5059 エコ・アース・エンジニアリング（株） 岐阜県岐阜市敷島町６－２－５ 代表取締役 田端　大嗣
5060 （株）環境総合リサーチ　岐阜営業所 岐阜県岐阜市吉野町６－１４ 所長 北村　知之
5061 （有）瑞穂グリーン 岐阜県瑞穂市十八条７５１－１ 代表取締役 高井　英司
5062 （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 所長 家田　善弘
5063 丸鹿商店 岐阜県岐阜市太郎丸２１６２－１８ 代表 森　泰一
5064 （株）ワールドグルメハウス丸髙食品 岐阜県瑞穂市馬場春雨町１－４６ 代表取締役 長洞　任
5065 ササキ（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市藪田南４－５－２０ 支店長 西田　祐司
5066 （有）和幸 岐阜県岐阜市東中島３－１４－１２ 取締役 野々部　良
5067 （株）エイチエムエス 岐阜県岐阜市西鶉１－５２ 代表取締役 林　信之
5068 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 名古屋 愛知県名古屋市東区葵１－１９－３０ 常務執行役員 天城 宏紀
5069 イオンディライト（株） 東海支社　岐阜支店 岐阜県岐阜市茜部菱野１－５０ 支店長 森　泰幸
5070 （株）ニッコク 名古屋支店 愛知県名古屋市北区彩紅橋通２－５ 支店長 戸松　寿之
5071 ㈱Ｇｙｔ 岐阜県岐阜市茜部菱野２－４２－１ 代表取締役 堀江　大典
5072 （株）市川工務店 岐阜県岐阜市鹿島町６－２７ 代表取締役 小川　健
5073 （株）三和サービス 岐阜県岐阜市西鶉１－５２ 代表取締役 林　正和
5074 （株）アイギアオイ 岐阜県海津市海津町高須１３７ 代表取締役 伊藤　善浩
5077 （株）小見山家具製作所 営業本部 岐阜県羽島郡笠松町友楽町７－１ 本部長 小見山　与志夫
5079 （株）富士 岐阜県岐阜市加納清野町３４ 代表取締役 貝原　秀哉
5082 花文貸物装飾（株） 岐阜営業所 岐阜県瑞穂市祖父江２７７－１ 所長 加藤　俊夫
5083 サンワ警備保障（株） 岐阜県岐阜市西鶉１－５２ 代表取締役 林　信之
5087 高千穂商事（株） 東京都港区虎ノ門５－３－２０－４１５ 代表取締役 牧野　正明
5088 グレートインフォメーションネットワーク（株） 岐阜県大垣市小野４－３５－１０ 代表取締役 川瀬　尚志

5089 荏原実業（株） 中部営業所
愛知県名古屋市熱田区金山町１－７－５　電波学園金山第
１ビル

所長 上野　長和

5090 フジ地中情報（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵３－１５－３１ 支店長 河野　鉄磨
5091 （株）上智 岐阜支店 岐阜県土岐市泉大島町３－２３－１　アネックスⅡ　４０２号 支店長 中　寛明
5092 （株）メディブレーン 大阪府大阪市中央区徳井町２－４－１４ 代表取締役 小島　啓太
5093 （株）タムラ 東京都江戸川区西一之江４－９－２８ 代表取締役 田村　良久
5094 中日本航空（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市長住町９－１１ 支店長 美濃島　優
5095 （株）西日本水道センター 名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１－２０－８－４Ｆ 支店長 鶴留　勝己
5096 アイテック（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市西区牛島町６－１　名古屋ルーセントタワー 支店長 長谷川　正明
5097 ａｎｄ（株） 岐阜支店 岐阜県関市下有知２７７８－４ 支店長 岡田　尚樹
5098 （有）エコメイト 岐阜県羽島市正木町須賀赤松１７７ 代表取締役 堀田　國男
5099 （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１９６２－２ 代表取締役 大嶽　利彰
5100 （株）森田鉄工所 名古屋営業支店 愛知県名古屋市昭和区広路通１－１２ 支店長 乾　宏誠
5101 （株）タツノ 長野県上田市下塩尻２３６－４ 代表取締役 龍野　裕樹
5102 中部安全サービス保障（株） 愛知県弥富市佐古木１－１４－１ 代表取締役 野村　頼理
5103 中部化成薬品（株） 岐阜県岐阜市秋津町５ 代表取締役 瀬川　典秀
5104 （株）センコー社 岐阜県岐阜市西中島４－１－５ 代表取締役 守屋　英明
5105 （株）三陽商会 岐阜営業所 岐阜県岐阜市本郷町４－２ 代表取締役 溝口　元也
5107 内田工業（株） 愛知県名古屋市中川区好本町３－６７ 代表取締役 内田　裕郎
5108 日本機械工業（株） 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区上前津２－１２－１ 所長 岩﨑　哲也
5109 戸島工業（株） 岐阜県岐阜市本郷町５－１６ 代表取締役 荒川　晶一
5111 （株）ホープ 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５  MG薬院ビル 代表取締役 時津  孝康
5112 （株）綜合舞台はぐるま 岐阜県岐阜市西野町１－１１－２ 代表取締役 清水　弘八
5113 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 中部支店 愛知県名古屋市中区錦１－１７－１ 支店長 三沢　康秀
5114 （株）阪神マテリアル 大阪府大阪市住之江区北加賀屋３－２－１８ 代表取締役 中道　史和
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5115 （有）白山商会 岐阜県岐阜市月丘町１－２９ 取締役 堀田　和重
5116 日成ビルド工業（株） 岐阜営業所 岐阜市薮田南１－２－３　ラピスタワー４Ｆ 所長 松宮　弘尚
5117 第一法規（株） 東京都港区南青山２－１１－１７ 代表取締役社長 田中　英弥
5118 アジア航測（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市市橋４－６－７　鈴木ビル 支店長 永田　則行
5119 東和コンサルタント（株） 岐阜県瑞穂市別府１３９７－１ 代表取締役 廣瀬　啓司
5121 （株）東京法規出版 東京都文京区本駒込２－２９－２２ 代表取締役 管　国典
5122 フジテック（株） 中部支社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２－２－２ 支店長 原田　篤
5123 （株）防除研究所 岐阜県大垣市長沢町６－１７ 代表取締役 梅木　厚生
5124 （有）棚橋自動車 岐阜県瑞穂市生津１１６８ 代表取締役 棚橋　知恵数
5125 東海公営事業（株） 岐阜県岐阜市六条大溝４－１３－６ 代表取締役 田中　剛
5126 （株）サンオート 東京都豊島区池袋２－１６－２ 代表取締役 山本　暁彦
5128 太陽電機工業（株) 岐阜県瑞穂市十七条９２７－１ 代表取締役 井上  慎一郎
5130 （株）インフォマティクス 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦１－５－１３ 名古屋営業所長 山田　恭嗣
5131 （株）アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１－２ 代表取締役 長尾　彰
5132 （株）エクス 岐阜県羽島市舟橋町本町５－３２ 代表取締役 渡辺　勉
5133 ニホン美術印刷（株） 岐阜県大垣市西外側町２－１５ 代表取締役社長 奥田　優
5134 日ノ出産業（株） 岐阜県岐阜市城東通２－１８ 代表取締役 鷲見　卓雅
5135 国六美粧（株） 岐阜県岐阜市楠町２－９－２ 代表取締役 国井　省二
5136 （株）オフィスサポート 岐阜県岐阜市柳津町丸野４－１０７－５ 代表取締役 渡辺　冨美雄
5137 ミドリ安全岐阜（株） 岐阜県岐阜市茜部中島２－６４－２ 代表取締役 柳原　健悟
5138 （株）羽島音楽センター 岐阜県羽島市正木町須賀２０９２ 代表取締役 小見山　信行
5140 （株）旭クリエイト 岐阜県大垣市加賀野４－１－１６ 代表取締役 田口　隆男
5141 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 東京都大田区山王１－３－５ 代表取締役 山岸　高広
5142 前野カーテン 岐阜県本巣郡北方町加茂１－２５  前野　正明
5143 （株）ケア 岐阜県岐阜市早田本町１－９ 代表取締役 鈴木　和哉
5144 （株）創和 東京都江戸川区篠崎町３－３３－８ 代表取締役 石住　義光
5145 日本オーチス・エレベータ（株） 中部支店 愛知県名古屋市東区泉１－２３－３０ 支店長 荒　孝造
5146 （株）アイネス 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅南１－１７－２３ 支社長 岩城　達雄
5147 （株）三島 岐阜県岐阜市石切町３２ 代表取締役 三島　基成
5150 北日本コンピューターサービス（株） 秋田県秋田市南通築地１５－３２ 代表取締役 江畑　佳明
5151 （株）ヤマモト 静岡県富士宮市山宮２３４４ 代表取締役 山本　文洋
5152 （株）セイコー 岐阜県岐阜市日野南７－８ 代表取締役 住谷　哲
5153 （株）森商会 岐阜県岐阜市福光西１－６－３ 代表取締役 森　栄次
5155 （株）シノダ楽器 岐阜県関市山王通１－３－２７ 代表取締役 篠田　浩充
5156 （株）立山システム研究所 富山県富山市大泉１５８３ 代表取締役 水口　勝史
5157 富士産業（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市西区城西４－５－４ 支店長 西尾  達也
5158 （株）南信サービス 長野県下伊那郡松川町元大島２７１５－４３ 代表取締役 竹村　博文
5159 （協）岐阜西不動産調査センター 岐阜県大垣市郭町４－３５ 代表理事 廣瀬　啓司
5160 （有）舩坂商店 岐阜支店 岐阜県岐阜市又丸村中４１－１ 代表取締役 舩坂　雅信
5161 （株）時事通信社 東京都中央区銀座５－１５－８ 代表取締役社長 大室　真生
5162 （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 代表取締役 伊藤　義仁
5163 交通企画（株） 中部支店 岐阜県岐阜市六条大溝３－７－７ 取締役支店長 西垣　敏彦
5164 （株）カンポ 京都府京都市伏見区羽束師古川町２３３ 代表取締役 横山　秀昭
5167 新明和アクアテクサービス（株） 中部センター 愛知県小牧市外堀３－１９３ 所長 鷲野　滋一
5169 ハヤックス（株） 岐阜県岐阜市長森細畑４２７－４ 代表取締役 早川　知明
5171 （株）ぎょうせい 東海支社 愛知県名古屋市中区錦３－１０－３３ 支社長 原川　善郎
5173 東海オートドアー（株） 岐阜県岐阜市茜部菱野１－４８ 代表取締役 東山　佳広
5174 （株）協働管財 東京都新宿区若葉１－１０－１１ 代表取締役 塚本　吉朗
5175 岡田産業（株） 岐阜県岐阜市宇佐南４－１７－１０ 代表取締役 岡田　明彦
5177 （株）セレスポ 岐阜支店 岐阜県岐阜市宇佐南４－８－２４　宇佐南４丁目事務所１０１ 支店長 町田　直樹
5180 国土情報開発（株） 東京都世田谷区池尻２－７－３ 代表取締役社長 羽田　寛
5181 管清工業（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市茜部菱野１－４９ 所長 篠田　和之
5182 中部事務機（株） 岐阜県岐阜市都通１－１５ 代表取締役 辻　慶一
5184 （有）マルワビソー 岐阜県瑞穂市本田１３６０－３ 代表取締役 田村　和彦
5185 （株）環境保全コンサルタント 愛知県名古屋市西区名塚町１－１０５ 代表取締役 大西　喜代嗣
5187 （株）セキュリティー 岐阜県岐阜市六条南１－２０－１３ 代表取締役 幾田　弘文
5188 （有）エヌケー 岐阜県瑞穂市別府９８－６ 代表取締役 井上　喜義
5189 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 所長 大橋　卓也
5190 （有）廣瀬自動車 岐阜県瑞穂市野田新田４１１５－１ 代表取締役 廣瀬　由和
5191 （株）山正 岐阜県岐阜市市橋４－５－１５ 代表取締役 堅田　充宏
5192 ヒルムタ興業（株） 岐阜県大垣市綾野２－２１７ 代表取締役 蛭牟田　悟
5193 （有）西濃選挙サービス 岐阜県大垣市東町１－２１５－４ 代表取締役 林　靖人
5195 野口産業（株） 岐阜県岐阜市真砂町１１－７ 代表取締役 野口　勝広
5196 （株）丸和資材 岐阜県安八郡神戸町大字川西１１５－２ 代表取締役 和藤　直也
5197 （有）得重 岐阜県関市小瀬８９１－１１ 代表取締役 笠井　邦彦
5198 高橋電気工業（株） 岐阜県岐阜市中西郷３９８ 代表取締役 高橋　秀幸
5199 中央アクアテック（株） 岐阜県瑞穂市別府１２５９ 代表取締役 田中　大雅
5202 （株）内田洋行 営業本部 教育ICT事業部 愛知県名古屋市中区錦２－２－２　名古屋丸紅ビル１３Ｆ 中部営業部長 松尾　修弘
5204 丸硝（株） 岐阜県大垣市荒尾町６７４ 代表取締役 堤　俊彦
5206 (株）フィルテック 岐阜県可児市広見１－４７ 代表取締役 澤田　裕二
5207 （株）ナルセ 岐阜県瑞穂市本田１５５－１ 代表取締役 成瀬　弘之
5208 （株）服部運動用品店 岐阜県大垣市新田町２－５０ 代表取締役 服部　隆博
5209 （株）八百健　レントオール岐阜 岐阜県岐阜市六条南２－１６ 取締役所長 河合　元思
5210 （株）不二産業 岐阜県瑞穂市本田７３５ 代表取締役 武藤　永行
5211 野村興産（株）　関西営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋２－１－２ 所長 佐々木　智寅
5212 岐阜乗合自動車（株） 　観光営業部　団体営業支店 岐阜県羽島郡岐南町平成１－１３５ 支店長 加藤　孝幸
5213 国際航業（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町５－２４ 所長 澤田　剛史
5214 （株）保安企画 岐阜県羽島市舟橋町本町５－３２ 代表取締役 渡辺　勉
5215 共友リース（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市薮田東１－１－４ 支店長 兼岩　努
5217 五光山彦（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市須賀３－１４－１ 岐阜支店長 若森　浩二
5218 テックス・カンポ（株） 京都府京都市伏見区羽束師古川町２４３ 代表取締役 後藤　宜志
5219 （株）ダイワテクノ 岐阜県岐阜市則武東２－１８－３８ 代表取締役社長 廣川　重幸
5220 西濃印刷（株） 岐阜県岐阜市七軒町１５ 代表取締役 河野　俊一郎
5222 （株）エムラ販売 愛知県名古屋市千種区萱場２－１４－３１ 代表取締役 榎村　紀彦
5223 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 所長 大島　博
5225 恵北ビル管理（株） 岐阜県中津川市手賀野２６３－１１ 代表取締役 三井　正巳
5226 日東事務機（株） 岐阜県岐阜市西荘４－７－５ 代表取締役 村瀬　勇人
5227 （株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台２－９ 代表取締役 森　信介
5228 （株）日本サポートサービス 東京都千代田区神田猿楽町２－２－１０ 代表取締役 籏鉾　吉男
5231 二幸エンジニアリング（株） 岐阜県岐阜市須賀４－８－２０ 代表取締役 松坂　英男
5232 源氏屋酒店 岐阜県瑞穂市別府４０９－５  廣瀬　髙久
5233 大日本警備保障（株） 岐阜県瑞穂市本田１０４４－３ 代表取締役 河野　秀明
5234 小塚メタル（株） 岐阜県瑞穂市稲里５４５－１ 代表取締役 小塚　将樹
5235 東海包装（株） 岐阜県瑞穂市大字野白新田字八石２１ 代表取締役 伊藤　勇
5236 （株）森ブロック 岐阜県瑞穂市牛牧１５２－１０ 代表取締役 渡邊  雅哉
5237 （株)松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ 代表取締役 松野  守男
5238 （株)小島テント 岐阜県岐阜市茜部菱野４－５ 代表取締役 小島  基弘
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5239 渥美製綱（有） 愛知県岡崎市八帖北町４２－１１ 代表取締役　金子　桂典
5240 大東（株） 岐阜県岐阜市六条南３－１４－１ 代表取締役社長 渡部　勝裕
5241 （株）アート 愛知支店 愛知県名古屋市北区楠１－１７２１ 支店長 浦壁  泰子
5242 （株）東産業 名古屋営業所 愛知県名古屋市南区桜本町１４１－１　桜本町小林ビル３０２ 所長 伊藤　滿
5243 （株）ケミック 岐阜県岐阜市玉井町５ 取締役社長 林　正啓
5244 井上精機（株） 岐阜県岐阜市玉宮町１－１１－１ 代表取締役 関谷　正光
5245 三菱プレシジョン（株） 中部支社 愛知県名古屋市中区丸の内３－２１－３１ 支社長 更田　周司

5246
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

愛知県名古屋市中区栄１－１２－１７ 支店長 佐藤　真人

5247 松村工業（株） 岐阜県岐阜市藪田東１－６－５ 代表取締役 松村　公夫
5248 （株）富士清空工業所 岐阜県岐阜市加納本町６－１８ 代表取締役 奥田　篤史
5249 五島産業（株） 岐阜県大垣市木戸町１１６６－２ 代表取締役 五島　清
5250 （有）ホクギ 岐阜県岐阜市加野７－６－３２ 代表取締役 梁川　哲也
5251 （株）コパン 岐阜県多治見市光ケ丘２ー６０-１ 代表取締役 市岡　道隆
5252 (株)向田工業所 静岡県藤枝市岡部町岡部１８２６－１ 代表取締役 向田　博
5254 （株）フジヤマ 岐阜営業所 岐阜県多治見市市之倉町１－２３２ 所長 藤山　修
5255 （有）サンテック 静岡県富士宮市大中里１２７４－６ 取締役 佐野　宏二
5256 三菱電機ビルテクノサービス（株） 中部支社　岐阜支 岐阜県岐阜市橋本町２－２０ 支店長 水野　利一
5257 ＨＡＲＶＥＹ（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市柳津町南塚５－７７ 支店長 山田　光

5258
（株）ダスキン岐阜 ダスキンレントオール岐阜イベント
センター

岐阜県岐阜市下奈良２－１５－６ センター長 滝川　真

5259 （株）ホンダカーズ岐阜 岐阜県羽島郡岐南町上印食６－８６ 代表取締役 村瀬　洋介
5260 （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 岐阜支社長 野村　広之
5261 （株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国１－１２－８ 代表取締役 砂田　昌彦
5262 （株）前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦２－１４－２１ 所長 玉腰　善一
5263 （有）ニツシン堂楽器 岐阜県岐阜市都通２－１５－１ 代表取締役 鈴木　功
5264 テツ商会（株） 岐阜県岐阜市明神町２－１５ 代表取締役 市川　小徹
5266 中日電子サービス 岐阜県岐阜市東島５－１２－５  加藤　広幸
5267 総合印章周山堂 岐阜県岐阜市一日市場３－５２－１ 代表 亀川　良行
5268 （株）三井屋和洋紙店 岐阜県岐阜市雲雀町２－１０ 代表取締役 藤田　順一
5269 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 支店長 高嶋　一二
5270 千勝建設（株） 岐阜県瑞穂市本田２０４－１ 代表取締役 馬渕　俊道
5271 （株）ナショナルメンテナンス 瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市別府６２４番地 営業所長 柴崎　義幸
5272 （有）林石油店 岐阜県瑞穂市美江寺７９８－１ 代表取締役 林　英典
5273 （株）ライフライン 関西営業所 大阪府泉佐野市羽倉崎２－１－３３－６０３ 営業所長 山田　知生
5274 （株）オービス 名古屋営業所 愛知県名古屋市北区平安２－１－１４　カトレヤビル３Ｆ 所長 森　秀明
5275 （株）トヨタレンタリース岐阜 岐阜県岐阜市金園町９－２ 代表取締役 加藤　展之
5276 Ｏ・Ｋモータース 岐阜県瑞穂市穂積６８  井筒　修
5277 （株）ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋２－１－４　日東九段ビル６階 代表取締役 戸田　その子
5278 金剛（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市守山区廿軒家１５－２３ 支店長 堂脇　哲也
5279 （株）丸善グループ 岐阜県岐阜市則松２－１２－１ 代表取締役 森下　みどり
5280 愛知時計電機（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市熱田区千年１－２－７０ 支店長 日比野　宏紀
5281 メタウォーター（株） 営業本部　中日本営業部 愛知県名古屋市西区名駅２－２７－８ 部長 粂田　貴史
5282 （株）図書館流通センター 東京都文京区大塚３－１－１ 代表取締役 細川 博史
5283 丸謹建設（株) 岐阜県瑞穂市穂積２２３７－１ 代表取締役 宇野  公夫
5284 （有）新和自動車 岐阜県瑞穂市牛牧７００－３ 代表取締役 渡邊　正和
5285 （有）タカイモータース 岐阜県瑞穂市穂積１４６３－７ 取締役 高井　博章
5286 （株）電算システム 岐阜県岐阜市日置江１－５８ 代表取締役 田中　靖哲
5288 （株）サンウエスパ 岐阜県岐阜市岩田西３－４２９ 代表取締役 原　有匡
5289 （協）映像情報センター 岐阜県岐阜市早田本町３－６２ 代表理事 伊藤　哲雄
5290 丸長産業（株） 岐阜県岐阜市敷島町５－２－８ 代表取締役 井谷　正東
5291 ロイヤル電気産業（株） 岐阜県瑞穂市別府２７６ 代表取締役 廣瀬　英樹
5292 （株）チャイルド社 岐阜県岐阜市木ノ下町１－４－１ 代表取締役 野末　学
5294 愛岐サービス（株） 岐阜県岐阜市鏡島精華１－１１－１７ 代表取締役 髙橋　和子
5295 （有）加納ビジネス 岐阜県岐阜市加納大黒町２－３２ 代表取締役 髙居　みはる
5296 中日技研（株） 岐阜県岐阜市鏡島精華１－７－１９ 代表取締役 國井　輝保
5297 シンレキ工業（株）　名古屋出張所 愛知県名古屋市緑区潮見が丘２－１９８ 所長 松藤　啓一
5298 （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９－３  日本橋相互ビル５０５ 取締役兼東京営業所長 濱野　尚子
5301 （株）魚国総本社 名古屋本部 愛知県刈谷市東新町５－１１８ 本部長 広瀬　啓二
5304 （株）岐阜文芸社 岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ１３－１ 代表取締役 飯尾　賢
5305 大熊商店 岐阜県岐阜市伊吹町２－９ 代表者 大熊　太郎
5307 （株）マーク 岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１ 代表取締役 船戸　和加
5309 （株）中西製作所 岐阜営業所 岐阜県岐阜市六条江東１－１－３ 所長 髙木　浩太
5310 （株）ディエスジャパン 岐阜店 岐阜県岐阜市茜部野瀬１－３１－１ 店長 吉川　裕二郎

5311 （株）サイエンスネット
岐阜県大垣市小野４－３５－８　株式会社 サイエンスネット
本社ビル２Ｆ

代表取締役 深井　隆司

5312 有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－１　JPタワー名古屋 事務所長 河嶋　聡史
5314 水野モータース 岐阜県瑞穂市祖父江９４２－３  水野　敦志
5315 日本印刷（株） 岐阜県本巣市海老３４７－１１ 代表取締役 若山　雅彦
5316 岐阜コニックス（株） 岐阜県岐阜市金町６－２１ 代表取締役 吉田　治伸
5317 大和商事（株） 岐阜県羽島市舟橋町宮北１－６３ 代表取締役 石橋　公彦
5318 浅野印刷（株） 岐阜県羽島市江吉良町江西１－１０ 代表取締役 浅野　五治
5320 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 岐阜営業所長 山田　和彦
5321 （株）メディセオ 岐阜西支店 岐阜県岐阜市東鶉１－９５－１ 支店長 大杉　泰史
5323 （株）トコロ 岐阜県岐阜市柳津町流通センター１－３－２ 代表取締役 所　章互

5324 東芝エレベータ（株） 中部支社
愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４　JRセントラルタワー
ズ４３Ｆ

支社長 田宮　実

5325 ヤマハサウンドシステム（株） 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦１－１８－２８ 所長 川島　洋次郎
5326 （株）エスケイケイ 愛知県名古屋市中区錦１－４－２５　伏見ＩＴビル７Ｆ 代表取締役 麓　聡一郎
5327 （株）ナスコ 岐阜営業所 岐阜県岐阜市近島５－１－５ 所長 栂野尾　淳

5328 岐阜ＩＴ協同組合
岐阜県大垣市今宿６－５２　ソフトピアジャパン　ドリーム・コ
ア２F　２１６

理事長 馬渕　雅宣

5329 （株）エステム 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１ 代表取締役 塩崎　敦子
5330 （株）岐中販警備部 岐阜県羽島市舟橋町出須賀１－８ 代表取締役 水谷　豪紀
5332 （株）三和商会 岐阜県岐阜市菅生２－２－４ 代表取締役 川﨑　直文
5333 （有）吾空 岐阜県瑞穂市呂久１０３２－１ 代表取締役 馬渕　晃
5334 （株）金定 岐阜県羽島郡笠松町円城寺１６－２ 代表取締役 宮本　誠司
5335 グリーンライフ穂積庭園 岐阜県瑞穂市別府７４８－４ 棚瀬　成康
5336 安田（株） 本店 岐阜県岐阜市鶴田町３－２４ 本店長 竹中　利幸
5337 （株）山崎商事 岐阜県岐阜市加納花ノ木町９１－１ 代表取締役 山崎　威
5338 （株）松尾商店　穂積店　松尾生花店 岐阜県瑞穂市別府４１１－１ 代表取締役 松尾　真吾
5339 サンメッセ（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市須賀１－１－５ 岐阜支店長 間野　高次
5340 （有）西濃衛生検査所 岐阜県大垣市林町７－９４５－１ 代表取締役 大森　隆二
5341 中央清掃（株） 岐阜県瑞穂市別府１２５９－１ 代表取締役 田中　剛
5342 安田電機暖房（株） 岐阜県岐阜市吉野町３－８ 代表取締役社長 宇佐美　清英
5343 （株）中日ＡＶシステム 岐阜県大垣市船町５－２３ 代表取締役社長 神谷　正史
5344 東洋計器（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市中川区澄池町１６－１４ 支店長 小林　和寛
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5345 （株）名神 岐阜県岐阜市六条南２－１２－２０ 代表取締役 森島　晴之
5346 （株）イビコーポレーション 岐阜県大垣市神田町２－７５ 代表取締役 衣斐　美枝
5347 （株）ジャクエツ 岐阜店 岐阜県岐阜市六条南３－１４－１５ 店長 守田　裕
5348 （株）國定製作所 岐阜県瑞穂市十七条荒川１０４４ 代表取締役 國定　義典
5349 中部カラー工業（株） 岐阜県大垣市昼飯町１８２１ 代表取締役 柴田　俊樹
5351 シーシーエヌ（株） 岐阜県岐阜市須賀１－２－１６ 代表取締役 都島　國雄
5352 （株）大和速記情報センター 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦２－１２－１４ 名古屋営業所長 鈴木　貴博
5353 ジェイシーピー（株） 岐阜県瑞穂市穂積１１９６－１ 代表取締役 松野　憙運
5355 （株）日立ビルシステム 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４ 支社長 岩田　直樹
5356 中日本産業（株） 岐阜県岐阜市薮田南５－１３－４ 代表取締役 加藤　称一
5359 （株）富士通エフサス 岐阜支店 岐阜県岐阜市橋本町２－８ 支店長 野尻　晃則
5360 （有）さくら 愛知県一宮市浅井町小日比野字山畑１１３０ 代表取締役 三島　豊和
5361 （株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３－４－１ 専務取締役 依田　茂
5362 昭和建設（株） 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴１３７４ 代表取締役社長 浅野　高司
5363 名岐広報（株） 岐阜県岐阜市戎町４－１９－２ 代表取締役 加藤　博文
5365 イシカワ金属（株） 岐阜県瑞穂市野田新田４１７１－１ 代表取締役 神谷　剛
5366 朝日設備工業（株） 岐阜県岐阜市早田栄町４－２８ 代表取締役 渡邊　直哉
5367 ノダック（株） 中部事業所 岐阜県大垣市新田町４－３０ 中部事業所長 金岩　紀彦
5368 （株）テクノスジャパン 関西支店 大阪府大阪市北区梅田１－１１－４－１１００－１１－１０ 支店長 三小田　和則
5369 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 ITビジネス本部岐阜営業所長 川尻　雄一郎
5370 （株）松尾モータース 岐阜県瑞穂市十九条７９２－１ 代表取締役 松尾　康史
5371 日本電気（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市金町６－６ 支店長 梁瀬　望
5372 極東サービス(株) 大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町５－９－１ 所長 曽和　功宏
5373 アズビル金門（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２－１４－１９　名古屋伏見Ｋスクエア 支店長 山本　俊一
5374 昭和建物管理（株） 岐阜支社 岐阜県岐阜市宇佐南４－８－１６－２０１ 取締役支社長 戸谷　勝洋
5378 フジテコム（株） 中部支店 愛知県名古屋市東区葵３－２３－７　千種ファーストビルＮ６ 支店長 村瀬　達哉
5379 教育産業（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市市橋５－４－１８ 所長 市川　勝也
5382 オールコントロールサービス（株） 岐阜県岐阜市則武中１－１９－３０ 代表取締役 故金　正司
5384 （株）共栄商事 岐阜県本巣市文殊字新村２８９７ 代表取締役 宮部　勝子
5385 （株）ウスイ消防 岐阜県岐阜市金園町３－２５ 代表取締役 臼井　潔
5386 （株）岐阜観光旅行センター 岐阜県岐阜市大福町８－６４ 代表取締役 今村　富彦
5387 （株）岐阜放送 岐阜県岐阜市橋本町２－５２　岐阜シティータワー４３　４Ｆ 代表取締役社長　山本　耕
5388 （株）アイコム 岐阜県羽島市舟橋町出須賀１－８ 代表取締役 水谷　豪紀
5390 巖本金属（株） 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町１ 代表取締役 巖本　博
5391 （株）丹葉電機岐阜 岐阜県可児市中恵土６０－３ 統括部長 日比野　顕吾
5392 ティーエムエルデ（株） 滋賀県長浜市細江町８６４－４ 代表取締役 髙橋　康之
5393 （株）日立システムズ　 中部支社 愛知県名古屋市中区栄１－２４－１５ 支社長 蜂谷　孝一

5394 ホーメックス（株） 名古屋支店
愛知県名古屋市中区錦２－１９－１１　アゼット株式会社長
者町ビル６Ｆ

支店長 小林　廣人

5395 （株）古賀クリーナー 多治見支店 岐阜県多治見市住吉町２－２－２ 支店長 五十川　智子
5396 （株）高島衛生 岐阜県岐阜市境川１－１７２ 代表取締役 高島　大助

5397 （株）ジャパンインターナショナル総合研究所
京都府京都市右京区西京極西池田町９－５　西京極駅前ビ
ル６Ｆ

代表取締役 藤原　壮督

5398 （一財）東海技術センター 愛知県名古屋市名東区猪子石２－７１０ 理事長 平井　修司
5399 日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南１－５－１０ 代表取締役 髙居　隆章
5401 （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１－１２ 代表理事 尾崎　康弘
5403 マイタウンサービス（株） 福岡県福岡市南区玉川町９－１２ 代表取締役 鹿野　範昭
5404 （株）ジェイエスキューブ 第五営業本部 愛知県名古屋市中区栄３－１－１ 本部長 牧ケ谷　邦博
5405 （株）総合環境計画 岐阜事務所 岐阜県岐阜市入舟町３－３２－３ 所長 浦野　真佑美
5407 （株）ウォーターエージェンシー 名古屋営業所 愛知県名古屋市守山区新守町１５４ 営業所長 藤井　雄司
5408 名北ワード（株） 岐阜県各務原市鵜沼羽場町５－１７６ 代表取締役 星川　俊輔
5409 （有）森嘉防災 岐阜県岐阜市南蝉１－８４－２ 代表取締役 高瀬　清勝
5413 （株）サニクリーン名古屋 岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町徳田４－３５－２ 所長 小鹿　誠三
5414 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 所長 石川　央員
5416 松菱産業（株） 岐阜営業所 岐阜県羽島市小熊町島５－２４－１ 代表取締役 松浦　祐一郎
5417 セコム（株） 東京都渋谷区神宮前１－５－１ 代表取締役 尾関　一郎
5418 日本通運（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市長住町１０－１ 支店長 浅野　敦司
5419 日本工営（株） 岐阜事務所 岐阜県岐阜市薮田南１－５－１ 所長 比志島　國明
5422 名鉄観光バス（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市中鶉３－２３－１ 支店長 佐藤　雄一
5423 （株）中京臨床検査センター岐阜 岐阜県岐阜市桜通３－１０－３ 代表取締役 水谷　芳昭
5424 日本キャタピラー（合）　西濃営業所 岐阜県本巣市温井４１ 西濃営業所長 田中　滋
5425 （株）水野総合鑑定 岐阜県岐阜市市橋６－１０－１８ 代表取締役 水野　雅文
5426 岐阜ボート販売（株） 岐阜県岐阜市城東通６－７ 代表取締役 野口　武司
5427 日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市米原西２３ 代表取締役副社長 蒲生　仙治
5428 東栄電業（株） 岐阜県岐阜市入舟町４－３８－１ 代表取締役社長 澤田　昭一
5429 （株）三協 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田１１２ 代表取締役 野原　秀雄
5430 （株）インフォファーム 岐阜県岐阜市柳津町流通センター１－８－４ 代表取締役 辻　博文
5431 中部パークシステム（株） 岐阜県大垣市中川町４－１５７－３ 代表取締役 奥田　隆庸
5432 （株）ドライビングサービス 岐阜県岐阜市六条大溝３－８－１５ 代表取締役 浅野　茂樹
5433 中京コピー（株） 愛知県名古屋市東区泉３－３０－３ 代表取締役 嶋津　誠司
5434 （株）名豊 愛知県名古屋市中区松原２－２－３３ 代表取締役 小池　武史
5435 ナブコドア（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市柳森町２－９ 所長 上川　裕充
5436 キハラ（株） 名古屋営業所 愛知県名古屋市西区大金町３－３５ 所長 岩永　慎太郎
5437 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南２－７－５５ 支店長 山本　総太郎
5438 シンコースポーツ（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄１－１６－６ 支店長 持田　誠
5439 ハートアベニュー(有) 愛知県一宮市千秋町佐野字郷前５１－２ 代表取締役 小川　惠子
5440 ＮＥＣネクサソリューションズ（株） 中部支社 愛知県名古屋市中区錦１－１７－１ 支社長 原田　誠
5441 （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ビル３０２号室 所長 番　逸成
5442 （一社）地域問題研究所 愛知県名古屋市中区錦１－１１－２０　大永ビル５F 理事長 青山　公三
5443 西日本電信電話（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市北島２－３－１ 支店長 徳升　良弘
5445 富士電機（株）　中部支社 愛知県名古屋市中区新栄１－５－８ 支社長 後藤　勝也
5446 長谷川体育施設（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市清７５５ 所長 大竹　喜一
5447 （株）モリイチ商会 岐阜県大垣市直江町字沼２３８－１ 代表取締役 森　直治
5449 中部テレコミュニケーション（株） 愛知県名古屋市中区錦１－１０－１　ＭＩテラス名古屋伏見 代表取締役社長 宮倉　康彰
5450 スイトトラベル（株） 岐阜県大垣市旭町３－１１ 取締役社長 梅村　和行
5453 タナカ 岐阜県岐阜市太郎丸中島３１９－１ 店主 田中　稔
5454 バイザー（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南２－１４－１９ 代表取締役 南舘　伸和
5455 （株）アース 岐阜県各務原市鵜沼古市場町４－１９９－１ 代表取締役 鈴木　綱次
5456 （株）愛知スイミング 岐阜支店 岐阜県岐阜市前一色１－１４－８ 支店長 鈴木　大介
5457 名阪近鉄旅行（株） 団体営業部　岐阜営業課 岐阜県大垣市本今町西ノ側１６３９－１ 課長 紅谷　隆幸
5458 (株)アーキジオ 飛騨 岐阜県高山市上一之町３６ 所長 田中　昌樹
5459 （株）サン・テンポラリー 岐阜県岐阜市長良福光１６４５－１０ 代表取締役社長 後藤　聡
5460 （株）技研サービス 岐阜県岐阜市宇佐南３－６－２０ 代表取締役 棚橋　泰之
5461 （株）シンセン 岐阜県大垣市枝郷１－２－１ 代表取締役 坪井　健志
5462 （株）アストロハウム 岐阜県大垣市郭町東２丁目１５ 代表取締役 吉田　一八
5463 （有）アスプランニング 岐阜県本巣郡北方町曲路３－１ 代表取締役 安藤　久美子
5464 （株）京屋 岐阜県岐阜市東材木町１２ 代表取締役 永井　博隆
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5466 （株）エフワン 岐阜県岐阜市吉野町３－８ 代表取締役 安田　隆夫
5467 西濃建機（株） 岐阜県瑞穂市横屋２５５－１ 代表取締役 岩田　悟
5468 （株）ほづみ薬局 岐阜県瑞穂市別府４０８－３ 代表取締役 杉野　正次郎
5469 （株）日本タクシー 岐阜県岐阜市鶴田町３－７－１ 代表取締役 山田　健太郎
5470 （公社）岐阜県都市整備協会 岐阜県岐阜市薮田南５－１４－１２ 会長 柴橋　正直
5472 （一財）総合保健センター 岐阜県美濃加茂市西町７－１６９ 理事長 横山　強
5475 東海メンテナンス（株） 岐阜県本巣市下福島３０８ 代表取締役 玉川　貴文
5476 東海環境事業（株） 岐阜県本巣市下福島３０８ 代表取締役 玉川　福和
5478 （株）川甚 岐阜県岐阜市高野町１－９ 代表取締役 篠田　修司
5479 （有）アサヒ堂 岐阜県本巣郡北方町北方１６５８ 代表取締役 髙木　敦
5481 （株）中日本ランドスケープ 岐阜県瑞穂市十九条２６１ 代表取締役 土屋　雅裕
5483 共立コンピューターサービス（株） 岐阜県大垣市加賀野４－１－９ 取締役社長 臼井　猛
5484 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 滋賀支店 滋賀県彦根市駅東町８－７ 支店長 水谷　昌二
5485 カネコ（株） 岐阜県郡上市白鳥町白鳥１０６３－１４ 代表取締役 金子　重伸
5486 中央コンサルタンツ（株） 岐阜事務所 岐阜県岐阜市金町６－６ 所長 長屋　省三
5488 日響楽器（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市上土居１－２－２ 支店長 木村　剛
5489 （有）G・プラン 岐阜県岐阜市六条片田１－２９－１２ 代表取締役 石榑　隆浩
5490 北研工業（株） 岐阜県岐阜市福光東３－１１－２０２ 代表取締役 矢野　雄嗣
5491 理研産業（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市宇佐南１－１－１３ 支店長 加古　義伸
5492 企業組合　国乃産興 岐阜県大垣市和合本町２－１７ 代表理事 中谷　朋加
5493 道家工業（株） 岐阜県岐阜市茜部辰新１－８８－１ 代表取締役 道家　忠広
5494 （株）ダイカ商事 岐阜県大垣市宮町１－２３ 代表取締役 竹中　康英
5495 美濃庄商事（株） 岐阜県大垣市寺内町４－１５８ 代表取締役 渡辺　巖
5496 中北薬品（株） 岐阜営業部　大垣支店 岐阜県岐阜市薮田南４－１３－１ 支店長 吉田　真治
5497 （株）ＮＴＴドコモ　東海支社　岐阜支店 岐阜県岐阜市香蘭１－２ 岐阜支店長 影浦　慎祐
5498 （株）松屋商会 岐阜県安八郡神戸町末守８８２ 代表取締役 松岡　寿典
5500 (有)ヤマヰ建築工業 岐阜県瑞穂市野白新田３１－１ 代表取締役 山田　雄二
5501 （有）まつのでんき 岐阜県瑞穂市別府１１９０ 代表取締役 松野　敏昭
5505 （株）創建 岐阜支店 岐阜県岐阜市加納村松町１－７ 岐阜支店長 渋谷　匠
5506 長田広告（株） 愛知県津島市東柳原町５－５－１ 代表取締役 長田　一郎
5507 三興電通（株） 岐阜県岐阜市鶴舞町１－１５ 代表取締役 辻　進
5509 篠田（株） 岐阜県羽島郡岐南町野中１－８ 代表取締役 篠田　篤彦
5510 （株）八神製作所 ヤガミホームヘルスセンター岐阜 岐阜県岐阜市七軒町２５ 店長 古澤　恭子
5511 （有）旭計器 岐阜県岐阜市日野東３－１０－５ 代表取締役 髙橋　亮太
5513 宛名印刷機製造（株） 愛知県名古屋市東区代官町３９－２２（太洋ビル） 代表取締役 水谷　延子
5514 やまもと企画（株） 岐阜県可児市塩河１０５４－１ 代表取締役 山本　美季男
5515 （株）インタラック関西東海 静岡県浜松市中区伝馬町３１１-１４ 代表取締役  西 剛太

5516
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

愛知県名古屋市東区東桜１－１４－１１ 社長 細貝　邦行

5517 （株）ジムブレーン 西濃支店 岐阜県大垣市上面２－４４－１ 代表取締役社長 井戸　英明
5519 イセット（株） 岐阜支社 岐阜県岐阜市市橋３－４－２１ 副支社長 遠山　倉基
5520 （株）東亜製作所 岐阜支店 岐阜県羽島郡岐南町平成５－２９ 支店長 佐藤　圭一
5521 アンシンク（株） 岐阜県岐阜市須賀３－１－２２ 代表取締役 林　雅浩
5522 （株）三田防災 岐阜県羽島郡笠松町門間９２８－２ 代表取締役 三田　信夫
5523 （株）エヌ・イーサポート 名古屋支店 愛知県名古屋市中村区城主町２－２６－２ 支店長 森本　敦士
5524 （株）中日岐阜サービスセンター 岐阜県岐阜市市橋３－３－６ 代表取締役 川井　孝啓
5525 （株）綜合システム技研 大阪府大阪市西区江戸堀１－２３－１３ 代表取締役 鈴木　賢次
5529 リコーリース（株） 中部支社 愛知県名古屋市西区牛島町６－１ 支社長 山口　信敏
5530 クマリフト（株） 名古屋営業所 愛知県名古屋市熱田区外土居町９－１４ 所長 辻本　篤志
5531 表示灯(株) 愛知県名古屋市中村区名駅４－２－１１ 代表取締役 上田　正剛
5532 （有）三光社 岐阜県岐阜市長住町６－６ 代表取締役 袴田　泰彦
5533 （有）サウンドステージサービス 岐阜県瑞穂市生津天王東町１－２５－４ 取締役 小野島　英治
5535 （福）新生会 岐阜県揖斐郡池田町本郷１５０１ 理事長 今村　寧
5538 濃尾電機（株） 岐阜県岐阜市宇佐南２－３－８ 代表取締役 坂本　太
5539 岡田石油店 岐阜県瑞穂市田之上２３１－１  岡田　篤
5540 ＺＩＰＡＮＧバス（株） 岐阜県岐阜市清本町８－５８ 代表取締役 所　ユミ
5541 （株）ワークシステム 岐阜県安八郡神戸町大字神戸１７５３－５ 代表取締役 川本　裕明
5542 十六リース（株） 岐阜県岐阜市神田町７－１２ 代表取締役 内田　篤
5543 アクア（株） 岐阜県揖斐郡池田町田畑９２－３ 代表取締役 田畑　明宏
5544 イワタニ東海（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市鏡島精華１－５－１５ 支店長 吉村　真樹
5546 （特非）いなほの会 岐阜県瑞穂市本田２１２８番地３棚橋第３ビル 理事 村上　幸子
5547 （株）ハイン 新潟県三条市西本成寺２－１３－７ 代表取締役 羽賀　一真
5548 （株）イーグルスタッフ 岐阜県羽島郡岐南町上印食９－１０３ 代表取締役社長 武田　徹也
5549 （株）雨宮 岐阜支店 岐阜県岐阜市六条大溝２－１５－１ 支店長 藤井　俊之
5550 （株）中部選挙設備 愛知県名古屋市中村区野田町字又部２８－２ 代表取締役 星野　和厚
5551 （株）社会保険研究所 愛知県名古屋市東区泉１－１３－３６　パークサイド１０９１ビ 代表取締役 加藤　泰弘
5552 （株）山越 愛知県名古屋市西区則武新町１－３－５ 代表取締役 相澤　宏暢
5553 （株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 代表取締役 市山　勉
5554 （株）会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚１－４－１２ 代表取締役 加藤　信也
5555 ビーム計画設計(株) 岐阜県岐阜市加納栄町通７－３０ 代表取締役 久保　正美
5556 神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－３－８ 代表取締役 藤岡　亮介
5557 華陽紙業（株） 岐阜県岐阜市柳津町流通センター１－１４－１　アーバンス 代表取締役 白木　雄一郎

5558
岐阜県厚生農業協同組合連合会　岐阜・西濃医療セ
ンター　岐北厚生病院

岐阜県山県市高富１１８７－３ 病院長 益田　和明

5559 岐阜アイホー調理機（株） 岐阜県岐阜市中鶉２－１０５ 代表取締役 伊藤　隆男
5561 アイケイサービス（株） 岐阜県大垣市万石２－３１ 代表取締役 井上　豊秋
5562 （一財）瑞穂市ふれあい公共公社 岐阜県瑞穂市別府１２８８ 理事長 新家　武彦
5563 名古屋水交（株） 愛知県名古屋市西区則武新町４－１－４５ 代表取締役 西井　康翁
5564 イー・ステージ（株） 長野県小諸市大字平原３０９－１ 代表取締役 鈴木　宏信
5565 ケイティケイ（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市江添３－８－２１ 所長 金井　賢晃
5566 （株）マルゼン 岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田南３－１３－４　Ｙ・Ｓトラストビル１Ｆ 営業所長 桶谷　泰宏
5567 合同会社　アローズ保険事務所 岐阜県瑞穂市別府１７６１－３ 代表社員 篠田　勉
5568 （株）ヤマゼン 三重県伊賀市治田字?ノ木２４４１－１ 代表取締役 山﨑　公信
5569 中部環境サービス（株） 岐阜営業所 岐阜県瑞穂市牛牧８３１ 所長 坪田　秀明
5570 （株）もとすいんさつ 岐阜県瑞穂市居倉３２４ 代表取締役 小澤　行司
5571 大垣管材（株） 岐阜県大垣市長沢町３－１６ 代表取締役 林　秀光
5572 水研化学工業（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市中西郷６－９０ 所長 毛利　雄一
5574 大和リース（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市藪田東２－１－６ 所長 吉本　浩之
5576 ヴァリューテックコンサルティング（株） 愛知県名古屋市中区大須４－１－１８ セイジョウビル６Ｆ 代表取締役 鈴木　哲
5580 （株）美装モリタ商会 岐阜県各務原市那加不動丘２－４６－１ 代表取締役 森田　重治
5581 日本エンヂニヤ（株） 岐阜営業所 岐阜県高山市清見町三日町５５２－３ 所長 羽根　都弘
5582 （株）システムラボ 岐阜県瑞穂市別府１２５９－１ 代表取締役 伊藤　雅康
5583 ジィエース（株） 岐阜県羽島郡岐南町徳田１－２９０ 代表取締役 花村　直樹
5585 （有）西濃防災 岐阜県大垣市南若森町４－８２ 取締役 清水　直人
5586 （有）ライティングビーム 岐阜県岐阜市西川手７－３６ 代表取締役 田中　浩
5587 （有）岐阜よいこのくに 岐阜県岐阜市正木中４－１２－２４ 代表取締役 小森　光浩
5588 （有）つちや 岐阜県瑞穂市十九条８０５ 代表取締役 土屋　博道
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5589 沖電気工業（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市薮田南１－２－３ 支店長 徳永　雅一
5590 山陽マーク（株） 広島県広島市西区楠木町１－２－５ 代表取締役 岡本　里司
5591 フジヤ広告（株） 岐阜県大垣市木戸町１２２ 代表取締役 橋川　寛治
5593 ソリマチ（株） 新潟県長岡市表町１－４－２４ 代表取締役 反町　秀樹
5595 （一財）中部電気保安協会 岐阜支店 岐阜県岐阜市敷島町８－３１ 支店長 鈴木　洋一
5596 （一社）岐阜県建築士事務所協会 岐阜県岐阜市六条南２－１３－２ 会長 向井　征二
5597 （一財）岐阜健康管理センター 岐阜県美濃加茂市西町１－２９２ 代表理事 山田　彰

5598 （一社）日本経営協会 中部本部
愛知県名古屋市東区東桜１－１３－３　ＮＨＫ名古屋放送セ
ンタービル１０Ｆ

常務理事・中部本部長 大久保　若穂

5599 （公財）岐阜県建設研究センター 岐阜県大垣市今宿６－５２－１８ 理事長 宗宮　裕雄
5600 （公社）瑞穂市シルバー人材センター 岐阜県瑞穂市別府１２９５－３ 代表理事 山本　訓男
5601 （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 理事長 松本　年夫
5602 （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 理事長 塩澤　務
5603 （一財）日本気象協会 中部支社 愛知県名古屋市北区水草町１－２１－５ 支社長 天野　貴文
5604 （一財）岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県岐阜市曙町４－６ 理事長 片桐　卓朗
5605 穂積石油組合 岐阜県瑞穂市本田１４２０ 代表者 宇野　彰一
5607 三重中央開発（株） 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３ 代表取締役 金子　文雄
5608 （株）ファルコバイオシステムズ 岐阜営業所 岐阜県岐阜市北一色３－５－９ 所長 土本　貴之
5609 （株）ヤクルト東海 岐阜事業所 岐阜県岐阜市下奈良３－８－７ 所長 小栗　美奈子
5611 (株）中濃クリーンコンサルタント 岐阜県関市戸田１６－１ 代表取締役 川合　雅和
5612 （税）ＴＡＣＴ髙井法博会計事務所 岐阜県岐阜市打越５４６－２ 代表社員 髙井　法博
5613 一般社団法人　ぎふ綜合健診センター 岐阜県岐阜市日置江４－４７ 会長 小川　信也
5614 （株）カワイ工業 岐阜県岐阜市則武西２－２８－８ 代表取締役 川合　雅和
5616 岐阜羽島バス・タクシー（株） 岐阜県羽島市舟橋町宮北１－２１ 代表取締役 安田　篤史
5617 （株）日本環境管理センター 岐阜県海津市平田町三郷４９３ 代表取締役 牧野　好晃
5618 応用地質（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市竜田町６－１１東海マンション６０３号 営業所長 六嶋　章生
5619 （有）梅田文書堂 仲町店 岐阜県本巣郡北方町北方１５９４ 代表取締役 梅田　治
5621 住友大阪セメント（株） 岐阜工場 岐阜県本巣市山口１１ 岐阜工場長 片岡　政之
5623 愛岐商事（株） 岐阜県可児市塩河９６０番地１ 代表取締役 佐藤　信輔
5625 ヴェオリア・ジェネッツ（株） 中部支店 愛知県名古屋市東区葵３－１５－３１　千種ニュータワービル 支店長 古川　達郎
5627 （株）西武管商 岐阜県岐阜市宇佐南３－５－１８ 代表取締役 浦瀬　武夫
5628 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７－１４７ 所長 坂本　範基
5629 （株）エスラインミノ 岐阜県羽島郡岐南町平成１－１０４ 代表取締役 村瀬　義行
5630 （株）芙蓉施設センター 土岐営業所 岐阜県土岐市泉大島町４－１５－１ 営業所長 深萱　守道
5631 寿美工業（株） 岐阜営業所 岐阜県美濃加茂市蜂屋台１－５－１３ 所長 山中　邦弘
5632 （株）名電エンジニアリング 　中部支社 愛知県清須市西枇杷島町一反五畝割４９６－１ 支店長 原　正紀
5633 （株）三協厨機 岐阜県大垣市今宿３－２５－２ 代表取締役 栗田　忠芳
5634 新生ビルテクノ（株）　名古屋支店 愛知県名古屋市中区大井町２－３ 支店長 前場　悟
5635 富士建設工業（株） 新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６ 代表取締役 鳴海　利彦
5636 寺島書店 岐阜県本巣郡北方町北方１５１８  寺島　廣
5637 （株）日本インシーク 岐阜営業所 岐阜県岐阜市白山町２－１５ 所長 高原　淳
5638 （財）岐阜県学校給食会 岐阜県岐阜市柳津町流通センター１－６－１ 理事長 青木　廣志
5639 環境未来（株）　中部営業所 愛知県名古屋市東区東大曽根町２９－１１ 所長 三澤　輝剛
5640 朝日電気工業（株） 愛知県名古屋市中村区本陣通４－４８ 代表取締役 恒川　純次
5641 （株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６ 代表取締役 妹尾　潤
5643 （株）ナイスワーク 岐阜県岐阜市東鶉３－７６－２ 代表取締役 森田　敏博
5644 （株）松栄堂楽器 岐阜県岐阜市神田町１－８－３ 代表取締役 伊藤　健太郎
5645 （株）レンタルのニッケン 岐阜営業所 岐阜県岐阜市宇佐南１－８－１９ 所長 町田　真一
5646 近藤産興（株） 愛知県名古屋市南区浜田町１－１０ 代表取締役 近藤　昌三
5647 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 岐阜営業所長 佐藤　邦雄
5648 コトブキシーティング（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市千種区桜が丘２９５　第８オオタビル５Ｆ 支店長 安川　直人
5649 （株）コトブキ 名古屋支店 愛知県名古屋市千種区桜が丘２９５　第８オオタビル５Ｆ 支店長 伊野瀬　貴洋
5650 丸新消防（株） 岐阜県高山市昭和町３－１７８ 代表取締役 谷口　欣也
5653 （株）法研中部 愛知県名古屋市中区丸の内３－７－１９　法研中部ビル 代表取締役社長 渋谷　景一
5656 三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂３－７－１－１３ 代表取締役社長 後　淳也
5657 イージス・グループ有限責任事業組合 三重県四日市市朝日町１－４ 職務執行者 斎藤　孝宏
5658 （株）美濃庄 岐阜県岐阜市六条北２－１２－８ 代表取締役 長村　庄太郎
5659 日本教育情報機器（株） 東京都千代田区有楽町1－7－1 代表取締役 熊田　淳一
5660 ヨツハシ（株） 岐阜県岐阜市黒野南１－９０ 代表取締役 四ツ橋　英児
5661 （株）リブネット 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 代表取締役 荒井　宏幸
5662 三和機電（株） 岐阜県羽島郡岐南町平成１－５３ 代表取締役 小川　明
5664 （株）東海テレビプロダクション 愛知県名古屋市東区東桜１－１４－２７　東海テレビ放送 代表取締役　古橋　明
5665 （株）OKB総研 岐阜県大垣市郭町２－２５ 取締役社長 五藤　義徳
5667 （株）サーベイリサーチセンター 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅南１－１２－９ 名古屋事務所長 水口　行雄
5668 （株）三愛 岐阜県瑞穂市生津外宮東町２－３８ 代表取締役 中川　壽
5669 名水産業 岐阜県各務原市川島松倉町２３５０－８ 代表者 小島　国雄
5670 国産薬品工業（株） 岐阜県岐阜市秋沢３７０－２ 代表取締役 小池　重善
5671 （株）環境科学研究所 岐阜支店 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄１１４－１ 支店長 佐野　宣明
5673 川崎設備工業（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市若宮町８－１２ 支店長 國枝　実成
5675 （株）東利 岐阜支店 岐阜県海津市南濃町山崎９６５－２ 支店長 原　忠嗣
5676 （有）青山 岐阜県瑞穂市重里１５－１ 取締役 青山　正仁
5678 （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１０－６ 理事長 南川　秀樹
5679 岐阜県舞台設備管理事業協同組合 岐阜県岐阜市西川手７－３６ 代表理事 元林　秀幸
5680 （株）キクテック 岐阜支店 岐阜県岐阜市今嶺４－５－１５ 支店長 柳瀬　清文
5681 菱電エレベータ施設（株） 名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅３－１６－２２ 取締役支店長 山内　英彦
5682 （株）亀太 岐阜県岐阜市柳津町流通センター１－９－４ 代表取締役 橋本　尚史
5683 （株）東海遊具製作所 岐阜県各務原市山脇町３－２ 代表取締役 中嶋　三千男

5684
（株）インテック 行政システム事業本部　中部公共ソ
リューション部

愛知県名古屋市西区牛島町６－１ 部長 柴　潤一

5685 富士ゼロックス岐阜（株） 岐阜県岐阜市橋本町２－２０ 営業統括部長 鳥海　高裕
5686 （株）新栄重機 愛知県小牧市常普請１－１２７ 代表取締役 今村　政宏
5689 （株）理研 岐阜県岐阜市花沢町５－１ 代表取締役 國松　哲
5691 中外テクノス（株） 中部支社 愛知県名古屋市守山区花咲台２－３０３ 支社長 藤原　啓
5692 （株）シーエスエス総合舞台 愛知県名古屋市千種区松軒１－５－１６ 代表取締役 真野　幸明
5694 愛知小型エレベーター製造（株） 愛知県一宮市浅井町大野字郷中２－１ 代表取締役 林　嘉助
5697 （有）岐阜こどものとも社 岐阜県関市馬場出７８ 代表取締役 後藤　優
5699 （株）堀勇商店 岐阜県安八郡安八町東結１３７１ 代表取締役 堀　正博
5701 （株）カナエジオマチックス 岐阜営業所 岐阜県瑞穂市生津外宮前町１－２５－５ 営業所長 髙橋　勝利
5702 アサヒプリテック（株） 名古屋営業所 愛知県小牧市大字上末字久治面２３５０ 名古屋営業所長 佐野　潤
5704 （株）ジーケーエス 岐阜県岐阜市柳津町流通センター１－６－３ 代表取締役 竹尾　匡利
5705 （株）藤忠　 穂積加工センター 岐阜県瑞穂市牛牧札木７９７－１ 代表取締役 近藤　翁司
5711 丸満松波合資会社 岐阜県岐阜市早苗町７－６ 代表社員 松波　秀治
5713 美濃酪農農業協同組合連合会 岐阜県美濃市生櫛４７２ 代表理事会長 朝日　修
5714 （株）東和電子システム 岐阜県各務原市蘇原新栄町１－２６－５ 代表取締役 東倉　和賢
5717 ジャッキゴルフ（株） 愛知県名古屋市名東区延珠町５０４ 代表取締役 西出　慎
5718 （株）パスコ 岐阜支店 岐阜県岐阜市金町５ー２４ 支店長 北田　竹志
5720 （株）東海乳販 岐阜県大垣市墨俣町墨俣５２９－１ 代表取締役 福田　博之
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5722 （株）美建社 岐阜県大垣市熊野町２－１１０ 代表取締役 中山　久子
5723 ひかりのくに（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市大福町１０－５ 所長 牧野　敦史
5724 三菱ふそうトラック・バス（株） 東海ふそう 岐阜県羽島郡岐南町上印食７－８９ 岐阜支店長 濱嶋　恒博
5725 （株）中測技研 岐阜支店 岐阜県岐阜市鏡島西３－１８－１３　メゾンエサキ１０１号 支店長 古川　安世
5726 （株）日写 岐阜県岐阜市早田本町３－６２ 代表取締役 伊藤　哲雄
5727 長良化学工業（株） 岐阜県岐阜市旦島５－３－７ 代表取締役 井原　浩徳
5729 アマノ（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市西川手６－６８ 支店長 永峯　季明
5730 富士通リース（株） 中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３ 支店長 相良　長典
5731 （株）プロックス 岐阜県各務原市大野町６－１１９－５ 代表取締役 豊田　秀明
5732 （株）ほけんの匠 岐阜支店 岐阜県岐阜市則武１丁目２５－３ 支店長 道山　和生
5736 太平ビルサービス（株） 岐阜支店 岐阜県岐阜市金町４－３０ 支店長 北條　達也
5737 グローリー（株） 岐阜営業所 岐阜県岐阜市松鴻町１－１２ 所長 山口　裕司
5738 ＮＴＴファイナンス（株） 東海支店 愛知県名古屋市東区東桜１－１－１０ 支店長 寺脇　誠
5739 （株）ヤマダ電機 岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田南４－１１－７ 所長 加藤　克一
5743 （株）明治ベーカリー 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野９６８－１ 代表取締役 所　和美
5744 （株）フレーベル館 岐阜支店 岐阜県岐阜市則武中４－５－１ 支店長 青山　弘志
5745 （有）松坂屋精肉店 岐阜県岐阜市鹿島町７－１２－３ 代表取締役 中村　久美子
5746 （株）ゼンリン 岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田南１－６－３ 所長 権丈　英

5749
コマツカスタマーサポート（株） 中部カンパニー　建機
営業部　大垣支店

岐阜県安八郡神戸町大字西保道鬼３１０－１ 支店長 牧田　浩一

5750 （有）東海観光旅行社 岐阜県本巣郡北方町北方１７４３－２ 代表取締役 河村　靖弘
5751 トキノ屋食品（株） 岐阜県瑞穂市別府１０１－１６ 代表取締役 髙原　行男
5752 （有）ハイ・ポジション 岐阜県瑞穂市野白新田１１９－４ 代表取締役 林　繁良
5753 プラスネット 岐阜県大垣市熊野町５－１６１ 代表 髙木　清孝
5754 ざいまん建設（株） 岐阜県本巣郡北方町北方１７８７ 代表取締役 杉山　卓
5755 （株）佐藤製油 岐阜県大垣市羽衣町２－１０ 代表取締役 辻　信康
5757 （株）サンユニフォーム岐阜 岐阜県岐阜市泉町３７ 代表取締役 杉山　裕明
5761 （株）熊樹堂 岐阜県岐阜市加納前田町１０ 代表取締役 佐藤　嘉洋
5762 （株）ダイキュー 岐阜県大垣市赤坂大門３－６１－１ 代表取締役 古田　徹
5763 （株）フレックス 岐阜県揖斐郡大野町大字下磯４７２番地１ 代表取締役 関谷　達美
5764 （有）ますかスポーツ 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内３－３４ 代表取締役 五十住　友昭
5765 ハセガワ企画 岐阜県岐阜市芥見１－３４４ 長谷川　慶喜
5766 （株）土佐屋 岐阜県岐阜市加納大石町１３ 代表取締役 戸崎　堅一
5769 林仁三郎商店 徳島県鳴門市里浦町里浦字坂田２００－１ 林　政寛
5770 （株）モリ機工商会 岐阜県瑞穂市宝江２５１－１ 代表取締役 森　誠
5772 サンセイ（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅４－２３－１３ 取締役支店長 玉井　裕芳
5773 （株）かね広 岐阜県瑞穂市只越１０５１－３ 代表取締役 広瀬　幹男
5774 新潮印刷（株） 岐阜県瑞穂市野白新田４８－１ 代表取締役 吉山　彰
5776 （株）中広 岐阜県岐阜市東興町２７ 代表取締役 中島　永次
5777 岐阜包装工業（株） 岐阜県揖斐郡大野町大字野１２４０ 代表取締役 松久　康次
5779 愛知ヨーク（株）岐阜営業所 岐阜県瑞穂市野白新田３１－７ 営業所長 平野　豪治
5780 （株）イシイ 岐阜県大垣市本今６－５８ 代表取締役 中嶋　浩二
5781 （有）松岡教材社 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪５４６－１ 代表取締役 松岡　剛
5782 （株）日本エム・アイ・エー 愛知県名古屋市中区錦１－６－１８　Ｊ・伊藤ビル４階 代表取締役 成田　篤
5783 （有）近藤印刷 岐阜県本巣市仏生寺８８２－３ 代表取締役 近藤　隆勇
5785 三浦工業（株）岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町徳田５－４４ 所長 伊賀　浩二
5788 三愛物産㈱　岐阜支店 岐阜県岐阜市六条江東２－８－２４ 支店長 柏木　博文
5792 名阪近鉄バス株式会社　観光バス営業部　岐阜支店 岐阜県大垣市内原２－１８６ 支店長 飯尾　義典
5795 (有)ノーストラベル 岐阜県安八郡神戸町北一色９１９－２９ 取締役 小寺　浩一
5800 (株)平和堂　穂積店 岐阜県瑞穂市別府６２４ 店長 櫻木　宏和
5801 小川防災(株) 岐阜県大垣市千鳥町４－１８－１ 代表取締役 小川　拓也
5805 メディカル・ヒーロン(有) 岐阜県岐阜市向加野２－１６－５ 代表取締役 石田　準一
5807 (株)両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成２－７－１６ 代表取締役 松田　敏之
5808 (株)環境測定センター 岐阜県羽島郡岐南町上印食３－１７８ 代表取締役 大島　省三
5809 三柏（株） 岐阜県大垣市北切石町２－１ 取締役社長 三輪　剛士
5810 (株)城山　名古屋営業所 愛知県名古屋市千種区山添町２－９０－１ 所長 豊間　洋一
5811 (有)馬渕興業 岐阜県瑞穂市中宮４３３ 代表取締役 馬渕　孝一
5813 日本イベント企画(株) 岐阜県大垣市加賀野４－１－１９ 代表取締役社長 田中　勝英
5814 (株)日本開発研究所三重 三重県津市広明町１２１－２ 代表取締役 庄司　勇木
5815 オリエントハウス（株）名古屋支店 愛知県名古屋市西区城西４－２２－８ 支店長 上野　伸幸
5816 (株)クニトモ 岐阜県多治見市美坂町６－２１ 代表取締役 関口　大悟
5817 (株)丸高建設 岐阜県瑞穂市本田５６４－１ 代表取締役 関谷　義弘

5818
(株)セイノー情報サービス　ソフトピア事業所　西日本
営業部

岐阜県大垣市加賀野４－１－１６ 西日本営業部部長 日比野　孝志

5821 水道テクニカルサービス(株) 神奈川県横浜市旭区二俣川１－４５－４５　大髙ビル３階 代表取締役 大島　健司

5824 (株)メディアニジュウイチ
大阪府大阪市北区梅田１－２－２－１０００　大阪駅前第２ビ
ル１０１８

代表取締役 増田　豊

5825 (株)テイコク 岐阜県岐阜市橋本町２－８ 代表取締役 中嶋　徹
5826 岐阜ビル管理(株) 岐阜県岐阜市桜木町１－３２ 代表取締役 河合　吉武
5829 (株)共立メンテナンス 東京都千代田区外神田２－１８－８ 代表取締役社長 上田　卓味
5832 ＮＤＳ(株)　岐阜支店 岐阜県岐阜市西改田字川向１６４ 常務執行役員支店長 岩田　賢司
5833 (株)プレック研究所　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦１－１０－９ 事務所長 花房　啓
5835 (有)プロ・スタッフ 岐阜県岐阜市薮田南５ー１２ー３ 代表取締役 栗本　真行
5837 (株)シーモス名古屋 愛知県名古屋市熱田区神宮２－７－１５ 代表取締役 細田　忠敏
5838 中日コプロ(株)　岐阜営業所 岐阜県岐阜市細畑６－１－１　サンルート・ソロ２０１ 所長 近藤　久喜
5839 (株)東海細胞研究所 岐阜県岐阜市南鶉５－１－２ 代表取締役 太田　義和
5840 (株)ＴＤＣ 岐阜県各務原市小佐野町１－４６－１ 代表取締役 城山　弘美
5841 平和機械(株) 愛知県名古屋市中区金山２－１－５ 代表取締役 小野　寛利
5842 (株)議事録発行センター 岡山県岡山市北区高柳西町１－２３ 代表取締役 友野　泰志
5846 クボタ環境サービス(株)　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅３－２２－８ 支店長 西野　雅也
5848 高見通信工業(株)　岐阜営業所 岐阜県岐阜市吉野町１－１６ 所長 髙橋　秀紀
5849 小川ポンプ工業(株)　名古屋事務所 愛知県名古屋市熱田区新尾頭２－２－７　富春ビル５Ｆ 所長 奥野　修
5850 ナゴヤプラント(株) 愛知県名古屋市東区葵３－２５－１ 代表取締役 寺嶋　秀司
5851 ㈱静環検査センター　岐阜営業所 岐阜県岐阜市細畑３－７－２　細畑１０２号室 営業所長 花井　徹
5852 蛇の目ミシン工業(株)　東海営業所 愛知県名古屋市南区前浜通６－４２ 代表者 西尾　悦司
5853 （一財）名古屋公衆医学研究所 愛知県名古屋市中村区長筬町４－２３ 理事長 佐藤　孝道
5854 グリーンワークス(株) 岐阜県大垣市和合本町１－３６４ 代表取締役 安田　忠邦
5857 イビデン産業(株) 岐阜県大垣市内原１－１９７ 代表取締役 丸山　仁
5858 (株)グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１　上野ＢＲビル 代表取締役 岡村　雅明
5859 (株)イビソク 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 代表取締役 森　允
5860 (株)ファノバ　中部支店 愛知県名古屋市中村区椿町１－１６ 支店長 山崎　雄作
5861 (株)エディケーション 愛知県名古屋市中村区則武１－１０－６ 代表取締役 大野　敏秋
5862 パブリックシステム(株) 岐阜県郡上市八幡町初納１５４２－１ 代表取締役 武藤　正幸
5863 石垣メンテナンス(株)　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦２－４－３ 支店長 家田　猛

5867 ミザック（株）
大阪府大阪市北区堂島浜１－４－１６　アクア堂島ＮＢＦタ
ワー１７Ｆ

代表取締役 柾木　隆弘

5869 （株）スポーツマックス 愛知県名古屋市緑区池上台２－３７－１ 代表取締役 兵藤　大二郎
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5870 (株)雅丈社 愛知県名古屋市天白区一本松１－１０１１ 代表取締役 高木　雅之
5871 (株)芸台幡 京都府京都市右京区太秦中筋町７ 代表取締役 桂　武雄
5872 エヌエス環境(株)　名古屋支店 愛知県名古屋市守山区瀬古東２－９０７ 支店長 片山　恭治
5873 林工業(株) 岐阜県大垣市馬場町２ 代表取締役 林　裕人
5874 インラック(株)　岐阜支社 岐阜県岐阜市六条南２－１２－１５ 支社長 市橋　明人
5875 (株)ユニプロ 岐阜県岐阜市西川手５－１４８ 代表取締役 田中　秀樹
5876 (株)トクスイ　大阪営業所 大阪府堺市堺区向陵東町１－９－５　１０４ 所長 滝本　太一郎
5879 (株)アクトス 岐阜県多治見市大針町６６１－１ 代表取締役 清水　俊宏
5882 （株）中部タイム・エージェント 岐阜県岐阜市此花町６－８ 代表取締役 丹野　一成
5884 (株)ヤマユウ　関店 岐阜県関市小屋名７８３－１ 関店長 亀山　晃
5885 (株)大塚商会　中部支店 愛知県名古屋市中区丸の内３－２３－２０ 支店長 猪岡　義昭
5886 安田化成(株) 岐阜県加茂郡川辺町鹿塩１６４０－８ 代表取締役 安田　秀次
5888 (株)岐阜折込センター 岐阜県岐阜市藪田南４－１６－３ 代表取締役 髙木　俊之
5891 (株)十六総合研究所 岐阜県岐阜市神田町７－１２ 代表取締役 三浦　文彦
5892 （株）サンリース 岐阜県羽島郡岐南町伏屋６－１５ 代表取締役 臼井　冬樹
5893 ランドブレイン(株)　岐阜事務所 岐阜県岐阜市此花町６－８ 所長 伊藤　克洋
5898 ゼット工業(株) 愛知県名古屋市守山区新守山３４１２ 代表取締役 山内　滋子
5900 (株)宣通 愛知県名古屋市東区東桜２－１６－２７ 代表取締役 津田　郁夫
5901 レッドホースコーポレーション(株) 東京都江東区豊洲3-2-24　豊洲フォレシア　９F 代表取締役 周　泰鳳
5903 (株)中日アド企画　岐阜支社 岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通１－１２　岐阜中日ビル７Ｆ 支社長 小澤　耕
5905 (株)養本社 岐阜県瑞穂市十九条９８２番地 代表取締役 土屋　雅裕
5906 （株）スター 三重県亀山市関ヶ丘５２１－１１７ 代表取締役 星合　恒伸
5908 ジャパンエレベーターサービス東海（株） 愛知県名古屋市中区錦２－１５－１５ 代表取締役 山岡　顕
5911 Ｖ－企画 岐阜県瑞穂市稲里６３－１０ 長岡　勝己
5912 (株)日比研究所 愛知県名古屋市中川区富田町千音寺字間渡里２８６５ 代表取締役 櫻井　敏博
5913 (株)ディンズ環境分析センター 三重県伊賀市治田３５９８－１２ 代表取締役 井上　吉一
5914 アクアインテック(株) 静岡県掛川市伊達方１１６２－１ 代表取締役 八本　功
5916 東洋テック㈱ 三重県三重郡菰野町潤田字六反田４０４７－１ 代表取締役 吉原　和之
5917 ㈱丸晶プリオル 岐阜県岐阜市金園町４－２４ 代表取締役 梅田　誠
5918 (有)近松商会 岐阜県岐阜市北野東６８－１ 代表取締役 近松　利浩
5919 東海図版(株)　岐阜営業所 岐阜県岐阜市北一色２－２－１４ 所長 中川　年弘
5922 金文堂徽章(株)　岐阜営業所 岐阜県各務原市つつじが丘２－８２－１ 所長 丹羽　伸之
5924 (株)総合鑑定調査　岐阜支店 岐阜県中津川市茄子川１３８３－１０ 支店長 國嶋　順一
5926 （特非）ブックスタート 東京都新宿区新小川町５－１９　角田ビル３階 代表 白井　哲
5927 ＮＤネットサービス(有) 大阪府堺市堺区神南辺町２－９０－５ 代表取締役 鈴木　宏隆
5928 松乃屋白衣店 岐阜県岐阜市長良福光２２６６－６ 鬼頭　浩司
5929 (株)ベネッセコーポレーション　営業本部 岡山県岡山市北区南方３－７－１７ 本部長 吉野　隆弘
5930 岐阜ＮＤＳ(株) 岐阜県岐阜市菅生６－３－１１ 代表取締役 平野　靖尚
5932 (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２－２－１ 代表取締役 近藤　雅人
5933 (株)富士　葬祭部 岐阜県瑞穂市田之上１４２－２ 代表取締役 林　寛至
5934 日立キャピタルオートリース（株） 中部支店 愛知県名古屋市中区栄３－１７－１２ 支店長 池田　智宏
5935 (株)ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村８３６２－４ 代表取締役 白鳥　頼利
5936 (株)シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４　大博センター 取締役社長 丸山　秀明
5939 ジェイフィルム(株) 東京都千代田区東神田２－５－１５ 代表取締役 五十君　猛
5940 (株)橋本 岐阜県可児市下恵土２３３－１ 代表取締役 橋本　和彦
5941 白光石油(株) 岐阜県岐阜市入舟町５－５ 代表取締役 橋枝　武史

5944 （株）ＩＥＭ　大阪支店
大阪府大阪市中央区船場中央３－２　船場センタービル８号
館３２２号

取締役支店長 宮上　一幸

5945 (株)カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町１－６－１０ 代表取締役 山田　正巳
5946 岐阜ヤナセ(株) 岐阜市金園町８－１１ 代表取締役 近藤　登志満
5948 日本ドライケミカル(株)　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄１－１６－６ 支店長 松尾　登志紀
5949 グリーンリメイク(株) 岐阜県岐阜市西鶉６－２５ 代表取締役 神山　千郷
5950 リメイキング(株) 岐阜県岐阜市西鶉６－２５ 代表取締役 神山　千郷
5951 リプロ(株) 岐阜県岐阜市西鶉６－２５ 代表取締役 神山　千郷
5955 （有）五十工務店 岐阜県岐阜市北一色９－７－１５ 代表取締役 後藤　和臣
5956 ティーペック（株） 東京都台東区上野５－６－１０ 代表取締役 砂原　健市
5957 (株）全日本医療サービス 岐阜県岐阜市黒野１８１－１ 代表取締役 近藤　貞夫
5958 日本電技（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区伊勢山２－１１－３３ 取締役支店長 山本　育之
5959 （福）舟伏 岐阜県岐阜市日野東４－１０－１８ 理事長 三宅　正哉
5961 （株）エレックス極東　岐阜サービスセンター 岐阜県岐阜市金町５－２４　Ｇ－ｆｒｏｎｔⅡ９Ｆ センター長 村岡　正弘
5962 河合商事（株） 岐阜県大垣市赤坂町２０９３ 代表取締役 河合　刀記夫
5963 医療法人清光会 岐阜県瑞穂市重里１９９６ 理事長 名和　隆英
5964 (株)ムサシ　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄４－１４－２ 取締役支店長 五島　眞一
5966 (株)データベース　名古屋営業所 愛知県長久手市蟹原１９０１　A-７０２ 営業所長 八代　哲治
5967 中部クリーン(株) 岐阜県可児市広見在原５１８ 代表取締役 吉田　登資
5972 (株)弘光舎 岐阜県大垣市神田町１－１ 代表取締役 小野　義明
5973 岐阜広告（株） 岐阜県岐阜市今沢町１２ 代表取締役 松野　尚志
5974 (株)プラド 岐阜県岐阜市神田町１－８－４　プラドビル 代表取締役 岡澤　隆
5976 (有)新光社 岐阜県岐阜市三歳町４－２－１４ 代表取締役 竹田　誠治
5978 (株)建設技術研究所　岐阜事務所 岐阜県岐阜市吉野町６－１４ 所長 森谷　忠
5979 若原登記測量事務所 岐阜県揖斐郡大野町大字下方５９０－１ 代表者 若原　敏幸
5980 (株)富士通マーケティング　東海支社 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３　ＪＲゲートタワー 支社長 青木　徹
5981 (一社)愛知県薬剤師会 愛知県名古屋市中区丸の内３－４－２ 会長  岩月　進
5983 大和産業（株） 佐賀県佐賀市高木瀬西１－５－１９ 代表取締役 岩瀬　豊美
5985 (株)サンワコン　滋賀支店 滋賀県守山市伊勢町６５５ 支店長 森田　洋
5987 濃飛倉庫運輸(株) 岐阜県岐阜市橋本町２－２０ 代表取締役 尾関　圭司
5988 KSS(株) 東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２ 代表取締役 深澤　重幸
5990 西濃機電（株） 岐阜県大垣市野口３－１－６ 代表取締役 安田　隆夫
5993 （一社）岐阜市医師会　臨床検査センター 岐阜県岐阜市青柳町５－４ 所長 広瀬　洋
5995 (株)ＦＵＪＩＧＡＭＩ 岐阜県瑞穂市十七条９１７番地 代表取締役 安田　佳史
5997 香山建設（有） 岐阜県瑞穂市別府１６１８番地５ 代表取締役 香山　德奉
5998 篠田種苗駅前店 岐阜県大垣市東外側町２－１０ 篠田　優子
6003 （株）エヌビーシー中部 岐阜県各務原市鵜沼古市場町４－１７９ 代表取締役 中村　威
6005 （株）エム・シー・システム 岐阜県瑞穂市生津天王町１－１０３ 代表取締役 藤橋　昭人
6008 パーソルテンプスタッフ（株） 岐阜オフィス 岐阜県岐阜市吉野町６－１６　大同生命廣瀬ビル１０Ｆ マネージャー 原田　悠司
6009 （株）イナバ印刷社 岐阜県各務原市上戸町７－１－２３ 代表取締役 井奈波　智之
6012 ＮＥＣネッツエスアイ（株）　中部支店 愛知県名古屋市中区錦１ー１７ー１ 支店長 佐々木　俊幸
6015 美敏エクスプレス 岐阜県岐阜市琴塚１－６－１５ 代表 林　いずみ
6016 久富電設（株） 岐阜県大垣市小野１－２２－１ 代表取締役 久富　幸司
6017 大崎データテック（株） 東京都品川区東五反田２－１－１０ 代表取締役 石本　裕章
6018 大心産業（株） 岐阜県岐阜市六条大溝４－６－９ 代表取締役 田中　省司
6019 （株）地域計画建築研究所　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅南１－２７－２日本生命笹島ビ 名古屋事務所長 堀口　浩司
6021 昭和（株）　名古屋支社 愛知県名古屋市中区栄４－３－２６ 支社長 鈴木　肇
6023 ハーベストネクスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２－１２０ 代表取締役 脇本　実
6028 住友重機械エンバイロメント（株） 中部支店 愛知県名古屋市東区東桜１－１０－２４ 支店長 辻本　謙一
6029 （株）データホライゾン 広島県広島市西区草津新町１－２１－３５　広島ミクシス・ビ 代表取締役 内海　良夫
6033 （株）黒田商事　岐阜営業所 岐阜県中津川市神坂３５０６ー８４ 所長 黒田　礼子
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6034 （有）スタッフプランニング 愛知県名古屋市千種区松軒１－５－１７ 取締役 幾島　道宣
6035 （有）寺村不動産鑑定所 岐阜県岐阜市新興町２０－１　高木ビル３Ｆ 代表取締役 寺村　建一郎
6040 （特非）たすけあい花水木 岐阜県瑞穂市祖父江８１－８ 理事長 河村　孝弘
6044 （株）さとふる 東京都中央区京橋２－２－１ 代表取締役 藤井　宏明
6048 日本通信紙（株）　名古屋支店 愛知県名古屋市熱田区一番２－２－６ 支店長 近藤　智章
6051 （株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 東京都港区芝浦３－１－２１ 代表取締役 沖　隆
6054 （株）エネット 東京都港区芝公園２－６－３ 代表取締役 川越　祐司
6055 （株）サンワールド岐阜 岐阜県下呂市馬瀬中切３５８－２ 代表取締役 水口　満
6060 丸紅新電力（株） 東京都中央区日本橋２-７-１ 代表取締役 山本　毅嗣
6062 名菱電子（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市八ツ寺町１－９ 支店長 神谷　二郎
6063 八千代エンジニヤリング（株）　岐阜事務所 岐阜県大垣市桐ケ崎町３７－２ 所長 津野　博司
6064 松田産業（株） 東京都新宿区西新宿１－２６－２ 代表取締役 松田　芳明
6066 大栄環境（株） 大阪府和泉市テクノステージ２－３－２８ 代表取締役 金子　文雄

6067
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

愛知県名古屋市熱田区大宝３－２－１１ センター長 富永　英明

6068 （株）カミノ 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内１０－７７ 取締役社長 中畑　弘
6069 （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 理事長 北村　邦夫
6072 第一環境（株）　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅５－３１－１０ 中部支店長 阿部　護
6074 （株）明日香 神奈川県横浜市西区北幸１－４－１　天理ビル９Ｆ 代表取締役 萩野　吉俗
6075 群桐エコロ（株） 群馬県太田市新田大町６００－２６ 代表取締役 山口　博
6076 （株）サイネックス 大阪府大阪市中央区瓦屋町３－６－１３ 代表取締役社長 村田　吉優
6077 （株）ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町２－１６－１　ＡＣＲＯＳＳ８Ｆ 代表取締役 安井　康真
6078 岐阜電力（株） 岐阜県岐阜市金町６－２１　岐阜ステーションビル８Ｆ 代表取締役 下田平　真樹
6079 メーキュー（株） 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字池田８１０ 代表取締役 山本　裕康
6080 ワークサービス（有） 岐阜県岐阜市茜部中島１－３３－１ 代表取締役 小岩　武美
6082 東芝インフラシステムズ（株） 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３ 支店長 荒岡　義和
6084 東京インタープレイ（株） 東京都中央区日本橋２－１０－８ 代表取締役 米田　英輝
6086 大阪ガスセキュリティサービス（株） 大阪府大阪市淀川区十三本町３－６－３５ 代表取締役社長 米田　吉克
6087 （株）間瀬コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県岐阜市西野町１－１２ 所長 仲林　秀哲
6088 山下不動産鑑定（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市小熊町１－２０ 支店長 長谷川　弘一
6089 丸ス産業（株） 岐阜県加茂郡白川町三川１２７０ 代表取締役 藤井　紳二
6090 東京計器（株）　名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦１－２０－１９ 所長 北條　浩由
6092 グルマンマルセ（株） 岐阜県不破郡垂井町宮代４４１ 代表取締役　鈴木　正弘
6093 （株）城南メンテナンス　名古屋営業所 愛知県名古屋市西区中小田井４－４７８ 所長 佐貫　泰弘
6094 足立建設（株） 愛知県名古屋市昭和区駒方町４－２４ 代表取締役　足立　真也
6095 （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３－２３ 代表取締役 山村　健一郎
6096 橋本技術（株）　岐阜営業所 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町２－２８８－３ 所長 橋本　勇
6100 愛信警備保章（株） 岐阜県羽島市船橋町出須賀１－８ 代表取締役 水谷　豪紀
6101 （特非）グローバル教育推進機構 中京支部 愛知県名古屋市中区大須１－７－１４　パークＩＭビル２Ｆ 理事　中園　潔
6102 （株）ミューテックス 埼玉県川越市南台３－１－２６ 代表取締役 田中　幸徳
6104 河田フェザー（株）　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅２－３８－２　オーキッドビル５Ｆ 常務取締役支店長 鈴木　雅喜
6105 （株）エムティーアイ 東京都新宿区西新宿３－２０－２ 代表取締役 前多　俊宏
6106 三井住友ファイナンスアンドリース（株） 東京都千代田区丸の内１－３－２ 代表取締役 橘　正喜
6107 （株）エヌディエスリース 愛知県名古屋市中区千代田２－１５－１８ 代表取締役 北川　孝
6109 （株）日本ビジネスデータープロセシングセンター 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９ 代表取締役 池　惠二
6112 一冨士フードサービス（株）　中部支社 愛知県名古屋市中区丸の内１－１７－１９ 中部支社長 池田　暁
6116 大成機工（株）　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅３－２２－８　大東海ビル 支店長 丸山　浩樹
6117 （株）アドム 愛知県津島市愛宕町１－３４ 代表取締役 加藤　久和
6121 丹羽ガス（株） 岐阜県安八郡安八町東結1180番地 代表取締役 丹羽　雅嗣
6123 （株）日立国際電気　岐阜営業所 岐阜県岐阜市藪田南１－５－１ 所長 朝居　滋雄
6124 （株）デイリー・インフォメーション中部 愛知県名古屋市中区錦1-20-12　伏見ビル6F 代表取締役 新井　克洋
6130 ワールド企画（有） 大阪府大阪市北区梅田１－１１－４－７００ 代表取締役 仲宗根　求美
6132 関西電力（株） 大阪府大阪市北区中之島３－６－１６ 代表取締役 森本　孝
6133 東亜グラウト工業（株） 中部支店 愛知県名古屋市天白区笹原町５０８ 支店長 大矢　憲
6134 東京法令出版（株） 長野県長野市南千歳町１００５ 代表取締役 星沢　卓也
6136 巣守金属工業（株） 広島県広島市南区出島１－３４－７ 代表取締役 巣守　佳之
6137 （株）ナガワ　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町三宅８－２２４－１ 所長 伊藤　慎吾
6138 （株）東洋食品 東京都台東区東上野１－１４－４ 代表取締役 荻久保　英男
6139 ジーエムいちはら工業（株）東京営業所 東京都台東区浅草橋５－４－２横山ビル 所長 真舘　知誉
6140 もとす郡森林組合 岐阜県本巣市根尾樽見字新行堂８５番地の１ 代表理事組合長 石川　博紀
6141 （株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン 東京都港区芝３－２３－１ 代表取締役 古野　浩樹
6142 （株）三栄 岐阜県瑞穂市只越１０６１ 代表取締役 広瀬　文明
6143 寺岡オート・ドアシステム（株）名古屋支店 愛知県名古屋市北区清水５－１０－２ 支店長 吉田　司
6145 アトリエゆまあひ 岐阜県安八郡神戸町大字更屋敷３８８－２ 代表 村山　まき
6146 Next-i（株） 愛知県名古屋市中村区名駅２－３５－２２ 代表取締役 松浦　千尋
6147 水ingエンジニアリング（株）　中部支店 愛知県名古屋市中区新栄町２－４ 支店長 今枝　光彰
6148 （株）テスコム　大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島６－３－２４　北白石ビル西館４ 所長 田平　俊彦
6149 （株）丹青社 東京都港区港南１－２－７０ 代表取締役 高橋　貴志
6150 JFE条鋼（株）水島製造所 岡山県倉敷市水島川崎通１－５－２ 常務執行役員水島製造所長 桐谷　厚志
6151 （株）トライグループ 大阪府大阪市中央区南本町３－６－１４ 代表取締役 平田　友里恵
6152 TSP太陽（株）大阪支店 大阪府大阪市淀川区木川東４－８－３３ 大阪支店長 宮崎　浩
6154 シンコースポーツ中部（株） 愛知県名古屋市中区栄１－１６－６ 代表取締役 石崎 健太
6157 岐阜県JAビジネスサポート（株） 岐阜県各務原市各務山の前町２－３５２ 代表取締役社長 川崎　博文
6159 タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台４－１０－１ 代表取締役 小松　良則
6160 ヒルトップ 岐阜県岐阜市曽我屋１－１２６－１ 代表者 清水　友博
6163 （株）SOAソリューションズ　岐阜営業所 岐阜県安八郡安八町城４－１８ 部長 木村　秀人
6166 蔦井（株） 愛知県名古屋市西区新福寺町１－５７ 代表取締役社長 熊田　光男
6168 （株）岐阜フットボールクラブ 岐阜県岐阜市長良福光２０７０－７　長良川スポーツプラザ１ 宮田　博之
6170 （協）岐阜給食センター 岐阜県岐阜市寺田４丁目８１番地 代表理事 四ツ橋　英兒
6172 （株）文溪堂 岐阜県羽島市江吉良町江中７－１ ＩＣＴ事業本部長 柴田　裕司
6173 （株）シネマ雄 愛知県名古屋市中区松原３－１２－２１ 酒井　まゆみ
6174 赤帽岐阜県軽自動車運送協同組合 岐阜県羽島市岐南町平成３－１５２ 代表理事 曽根　憲一
6175 SBSロジコム（株） 東京都墨田区太平４－１－３ 代表取締役　鎌田　正彦
6176 中部電子システム（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市明神町１－６３－２ ＭＣ事業部長 國井　豊
6177 ハヤカワ産業（株） 愛知県名古屋市西区上橋町６４ 代表取締役 水野　友児
6178 鎌長製衡（株）　名古屋支店 愛知県名古屋市西区則武新町４－３－１７　加島ビル 支店長 瀬部　晃秀
6179 （株）イーセル 広島県広島市西区井口５－６－４ 代表取締役 堀田　剛
6180 （株）キャンサースキャン 東京都品川区西五反田２－８－１ 代表取締役 福吉　潤
6181 （株）アシスト 岐阜県岐阜市加納清野町２０ 代表取締役 桐山　誠士
6182 中川製袋化工（株）　長浜工場 滋賀県長浜市祇園町字対ノ御前７７３ 工場長 小森　真和
6183 （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 岐阜事務所長 井上　英明
6184 丸喜（株）　名古屋支店 愛知県名古屋市昭和区白金１－２－４ 取締役支店長 田島　勉
6185 （株）宝商事 岐阜県羽島市堀津町横手２－５５ 代表取締役　浅野　寛永
6186 （株）二友組 愛知県名古屋市名東区亀の井３－１７７ 代表取締役 辻　亨

6187
リコージャパン（株）　販売事業本部　岐阜支社　岐阜
営業部

岐阜県岐阜市鏡島南２－１３－３ 部長 篁　真宏

6188 河田製帽（株） 岐阜県岐阜市美園町２－１ 常務取締役 河田　俊佑
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6189 山一電気（株） 岐阜県岐阜市坂井町２－８ 代表取締役 山田　宣幸
6190 （株）中央クリエイト　岐阜営業所 岐阜県岐阜市茜部菱野２－６０－５ 所長 伊藤　豪
6191 （株）国際開発コンサルタンツ　岐阜事務所 岐阜県岐阜市玉宮町１－３－２ 所長 牧田　博之
6192 （株）ドーン 兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１　三宮グランドビル５ 代表取締役 宮崎　正伸
6193 （株）東洋アクアテック 神奈川県相模原市中央区清新８－９－１７ 代表取締役 緒方　哲也
6194 岐阜県教販（株） 岐阜県岐阜市坂井町２－４ 代表取締役 木野村　匡

6195 （株）インソース　名古屋支社
愛知県名古屋市中区錦１－１３－２６　名古屋伏見スクエア
ビル２Ｆ

支社長 今西　健

6196 （株）日本総合研究所 東京都品川区東五反田２－１８－１ 代表取締役 谷崎　勝教
6197 （株）フジマック　岐阜営業所 岐阜県岐阜市茜部新所１－１０５－２ 所長 新美　直樹
6198 グリットグループホールディングス（株） 東京都新宿区高田馬場３－１２－２ 代表取締役 山崎　秀人
6199 （株）アクト音響振動調査事務所　名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦１－５－１１ 所長 宮里　真勝
6200 （株）いび製茶 岐阜県揖斐郡池田町段５１１ 代表取締役 野原　忠幸
6201 （株）アセンサ　名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区丸の内２－１８－２２　三博ビル８Ｆ グループリーダー 浅野　竜一
6202 （株）エネファント 岐阜県多治見市下沢町３－３５－１ 代表取締役 磯崎　顕三
6203 （有）山本商店 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴１３７０ 代表取締役 山本　勝司
6204 ＫＤＤＩ（株）　パートナービジネス開発部 東京都千代田区飯田橋３－１０－１０ 部長 山本　隆広
6205 （株）野々村商店 岐阜県岐阜市則松２－１５７ 代表取締役 野々村　剛司
6206 ＳＵＮＴＥＣＨ（株） 岐阜県瑞穂市十九条４９４－１ 代表取締役 脇本　洋司
6207 （株）正気屋 岐阜県岐阜市神室町３－４ 代表取締役 古田　諭史
6208 （株）共亮工業 岐阜県大垣市三塚町３８２－５ 代表取締役 中川　良美
6209 玉野総合コンサルタント（株）　岐阜事務所 岐阜県岐阜市薮田南１－５－１ 所長 武田　成康
6210 パナソニックエイジフリーショップ長良（株）五月商店 岐阜県岐阜市福光東２３９７－５ 代表者 丸橋　靖之
6211 （株）劇団風の子中部 岐阜県岐阜市領下２１－１６ 代表取締役　西川　典之
6212 （株）興栄コンサルタント 岐阜県岐阜市中鶉４－１１ 代表取締役 小野　慶太
6213 トーエイ（株） 愛知県知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ２８－１ 代表取締役 今津　真治
6214 （株）エフ・ビー・アイ 東京都新宿区下落合４－１０－１６ 代表取締役 服部　文憲
6215 Ｎｅｘｕｓ保険事務所（株） 岐阜市今嶺１丁目１９－５ 代表取締役 小川　一
6216 （株）エフ・ピー・エイチ 岐阜県瑞穂市牛牧７０３－１ 代表取締役 服部　剛

6217 （株）ＮＨＫエンタープライズ 中部支社
愛知県名古屋市東区東桜１－１３－３　ＮＨＫ名古屋放送セ
ンタービル１０階

中部支社長 福田　忠司
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