
令和3年6月1日現在

資格者番号 業者名 かな

10042 愛岐商事㈱ あいぎしょうじ

12500 ㈱アイコム あいこむ

13429 愛信警備保障㈱ あいしんけいびほしょう

12510 (一社)愛知県薬剤師会 あいちけんやくざいしかい

12508 愛知小型エレベーター製造㈱ あいちこがたえれべーたーせいぞう

10002 ㈱愛知スイミング　岐阜支店 あいちすいみんぐ

10003 愛知時計電機㈱　名古屋支店 あいちとけいでんき

10033 アイテック（株）　名古屋支店 あいてっく

13518 （株）アイネス　中部支社 あいねす

13507 アイリスオーヤマ（株） あいりすおーやま

12507 アクア㈱ あくあ

12509 ㈱アクアテック あくあてっく

13509 （株）朝日エンジニアリング あさひえんじにありんぐ

12504 ㈱朝日機器エンジニアリング あさひききえんじにありんぐ

10046 朝日航洋㈱　岐阜支店 あさひこうよう

13243 朝日設備工業㈱ あさひせつびこうぎょう

13252 朝日電気工業㈱ あさひでんきこうぎょう

12514 アサヒプリテック㈱　名古屋営業所 あさひぷりてっく

13486 （株）アシスト あしすと

10039 アシスト㈱ あしすと

13523 （株）明日葉 あしたば

10048 アジア航測㈱　岐阜支店 あじあこうそく

12512 合同会社アスト・コンサルティング あすと・こんさるてぃんぐ

10047 （有）アスプランニング あすぷらんにんぐ

10328 アズビル金門㈱　名古屋支店 あずびるきんもん

10026 ㈱東産業　名古屋営業所 あずまさんぎょう　なごやえいぎょうしょ

13487 アセス㈱　岐阜支店 あせす

12503 渥美製鋼㈲ あつみせいこう

10023 宛名印刷機製造㈱ あてないんさつきせいぞう

13492 株式会社アド・プロ あどぷろ

10044 アプロ通信㈱　東濃営業所 あぷろつうしん

13364 (有)天池商店 あまいけしょうてん

10041 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート㈱ あるそっくあんしんけあさぽーと

10040 ㈱アルティアセントラル あるてぃあせんとらる

10045 アルフレッサ㈱　美濃加茂支店 あるふれっさ

10019 アンシンク㈱ あんしんく



13501 （株）あんしんサポート あんしんさぽーと

10508 ａｎｄ㈱　岐阜支店 あんど

13254 ㈱アーキジオ　飛騨 あーきじお　ひだ

12505 ㈱アース あーす

10069 （株）ヰセキ関西中部　岐阜営業所 いせきかんさいちゅうぶ

12600 板津不動産鑑定（株） いたづふどうさんかんてい

10053 ㈱市川工務店　可児営業所 いちかわこうむてん　かにえいぎょうしょ

10054 ㈱イナバ印刷社 いなばいんさつしゃ

12602 ㈱イビソク　中濃営業所 いびそく

12515 ㈱印刷の栄文社 いんさつのえいぶんしゃ

10067 ㈱インタラック関西東海 いんたらっくかんさいとうかい

10066 ㈱インフォファーム いんふぉふぁーむ

13303 インラック（株）岐阜支社 いんらっく

13462 株式会社イーセル いーせる

13513 （株）ＷＩＴＨＷＩＮ うぃずうぃん

11061 ㈱ウォーターエージェンシー　名古屋営業所 うぉーたーえーじぇんしー

13476 鵜飼興業（株） うかいこうぎょう

10102 ㈱ウスイ消防 うすいしょうぼう

10109 内田工業㈱ うちだこうぎょう

13267 ヴァリューテックコンサルティング㈱ う゛ぁりゅーてっくこんさるてぃんぐ

10287 ヴェオリア・ジェネッツ㈱　中部支店 う゛ぇおりあじぇねっつ

10175 協同組合　映像情報センター えいぞうじょうほうせんたー

13526 ㈲エイ・エス・ピー設備 えい・えす・ぴーせつび

10152 （株）エクス えくす

10173 （有）エコメイト えこめいと

10166 ㈱エステム えすてむ

10111 ㈱エディケーション えでぃけーしょん

10170 ＮＥＣｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱　中部支店 えぬいーしーきゃぴたるそりゅーしょん

10163 ＮＥＣネクサソリューションズ　中部支社 えぬいーしーねくさそりゅーしょんず

12401 ＮＥＣネッツエスアイ㈱　岐阜営業所 えぬいーしーねっつえすあい

13315 エヌエス環境（株）中津川事務所 えぬえすかんきょう

10165 ＮＴＴ・ＴＣリース（株）東海支店 えぬてぃてぃてぃしーりーす

13468 （株）ＮＴＴドコモ　東海支店　岐阜支社 えぬてぃてぃどこも　とうかいししゃ　ぎふしてん

13266 ＮＴＴビジネスソリューションズ㈱　東海支店 えぬてぃてぃびじねすそりゅーそんず

13413 ㈱エヌディエスリース えぬでぃえすりーす

11110 ＮＤＳ(株)　岐阜支店 えぬでぃーえす

13335 ＮＤネットサービス(有) えぬでぃーねっとさーびす

10157 （有）エヌビーシ・サービス えぬびーし・さーびす

12403 (株)エヌ・イーサポート　名古屋支店 えぬ・いーさぽーと



13239 ㈱エネット えねっと

13485 ㈱エネファント えねふぁんと

10162 荏原実業㈱　中部営業所 えばらじつぎょう

13265 ㈲エフエム家具企画 えふえむかぐきかく

13490 ＦＭラインウェーブ株式会社 えふえむらいんうぇーぶ

10159 （株）エフワン えふわん

13464 （株）エムティーアイ えむてぃーあい

13506 （株）エム・イー　岐阜支店 えむ・いー

13287 ㈲エーピー えーぴー

13449 大熊商店 おおくましょうてん

13367 ㈱ＯＫＢ総研 おおけいびいそうけん

13388 大阪ガスセキュリティサービス㈱ おおさかがすせきゅりてぃさーびす

13500 オオタカンテイ おおたかんてい

12702 岡田産業㈱ おかださんぎょう

10210 沖電気工業㈱　岐阜支店 おきでんきこうぎょう

13489 おそうじ３４６ おそうじさんしろー

10214 （株）小津看板 おづかんばん

10225 オフィスサポート おふぃすさぽーと

10220 ㈲オフィスフジタ おふぃすふじた

13465 （株）ＯＲＩＢＥ おりべ

13331 オールコントロールサービス㈱ おーるこんとろーるさーびす

10286 ㈱会議録研究所 かいぎろくけんきゅうしょ

12750 ㈱カカム かかむ

10258 ㈱カナエジオマチックス　岐阜支店 かなえじおまちっくす　ぎふえいぎょうしょ

13350 ㈱亀太 かめた

10278 亀山（株） かめやま

10265 ㈲加茂教材 かもきょうざい

10284 ㈱加茂電化設備 かもでんかせつび

13363 川崎モータース かわさきもーたーす

13516 川本サービス（株）　名古屋営業所 かわもとさーびす　なごやえいぎょうしょ

10274 ㈱環境科学研究所　岐阜支店 かんきょうかがくけんきゅうしょ

10271 (株)環境測定センター かんきょうそくていせんたー

13261 ㈱環境保全コンサルタント かんきょうほぜんこんさるたんと

13251 環境未来㈱　中部営業所 かんきょうみらい

10272 管清工業（株）　岐阜営業所 かんせいこうぎょう

10281 ㈱管総研 かんそうけん

10339 ㈱キクテック　岐阜支店 きくてっく

10312 ㈱北村防災 きたむらぼうさい

13470 ㈱キャンサースキャン きゃんさーすきゃん



10323 教育産業㈱　岐阜営業所 きょういくさんぎょう

13306 ㈱共栄美装　下呂支店 きょうえいびそうげろしてん

13370 京セラコミュニケーションシステム株式会社 きょうせらこみゅにけーしょんしすてむ

10347 共友リース㈱　岐阜支店 きょうゆうりーす

10326 共立コンピュータサービス(株) きょうりつこんぴゅーたさーびす

13288 ㈱共立メンテナンス きょうりつめんてなんす

13459 （株）共亮興業 きょうりょうこうぎょう

13502 （株）協和安全 きょうわあんぜん

13342 近畿環境サービス（株） きんきかんきょうさーびす

10302 ㈱技研サービス ぎけんさーびす

12214 (株)ぎじろくセンター　東京営業所 ぎじろくせんたー

13244 ㈱議事録発行センター ぎじろくはっこうせんたー

13384 （有）岐大工業所 ぎだいこうぎょうしょ

10335 ㈱岐中販警備部 ぎちゅうはんけいびぶ

10344 岐阜ＩＴ協同組合 ぎふあいてぃきょうどうくみあい

10304 岐阜アイホー調理機㈱ ぎふあいほーちょうりき

10340 岐阜ＮＤＳ(株) ぎふえぬでぃえす

10349 (一財)岐阜県環境管理技術ｾﾝﾀｰ ぎふけんかんきょうかんりぎじゅつせんたー

13529 （株）岐阜県環境研究所 ぎふけんかんきょうけんきゅうじょ

13278 公益財団法人　岐阜県建設研究センター ぎふけんけんせつけんきゅうせんたー

12212 岐阜県建築士事務所協会 ぎふけんけんちくしじむしょきょうかい

12216 (一財)岐阜健康管理センター ぎふけんこうかんりせんたー

12209 （公社）岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 ぎふけんこうきょうしょくたくとうきとちかおくちょうさしきょう

10330 (一財)岐阜県公衆衛生検査センター ぎふけんこうしゅうえいせいけんさせんたー

12220 （一財）岐阜県市町村行政情報センター ぎふけんしちょうそんぎょうせいじょうほうせんたー

13294 岐阜県土地改良事業団体連合会 ぎふけんとちかいりょうじぎょうだんたいれんごうかい

12203 公益社団法人　岐阜県不動産鑑定士協会 ぎふけんふどうさんかんていしきょうかい

10308 岐阜コニックス㈱ ぎふこにっくす

10334 ㈱岐阜コーケン社　中濃営業所 ぎふこーけんしゃ

13491 有限会社岐阜ターフメンテナンス ぎふたーふめんてなんす

13444 岐阜電力（株） ぎふでんりょく

12205 協同組合岐阜中不動産調査センター ぎふなかふどうさんちょうさせんたー

10315 岐阜日野自動車㈱　美濃加茂支店 ぎふひのじどうしゃ

10316 岐阜ビル管理㈱ ぎふびるかんり

13436 岐阜不動産鑑定所 ぎふふどうさんかんていじょ

10332 （株）岐阜文芸社 ぎふぶんげいしゃ

13271 ㈱岐阜放送 ぎふほうそう

10318 岐阜防災㈱ ぎふぼうさい

10350 岐阜ボート販売㈱ ぎふぼーとはんばい



10320 岐阜ヤナセ㈱ ぎふやなせ

10324 ㈱ぎょうせい　東海支社 ぎょうせい

12200 ㈲ぎんのすず誠文社 ぎんのすずせいぶんしゃ

10352 国六美粧（株） くにろくびしょう

10360 ㈱熊樹堂 くまきどう

10358 ㈱クリタス　東海支店 くりたす

10367 クリンネル 多治見 くりんねる　たじみ

10356 クリーンみのかも㈲ くりーんみのかも

13343 クローバーシステム㈱ くろーばーしすてむ

10365 ㈱グリーンかんきょうネット ぐりーんかんきょうねっと

10366 グリーンリメイク㈱ ぐりーんりめいく

13417 グローリー㈱　岐阜営業所 ぐろーりー

13297 ケイティケイ（株）岐阜営業所 けいてぃけい

10407 恵北ビル管理㈱ けいほくびるかんり

13395 （有）毛野考古学研究所　岐阜営業所 けのこうこがくけんきゅうじょ

10403 (株)ケミック けみっく

10466 (株)公安警備 こうあんけいび

13389 公共地研㈱ こうきょうちけん

10472 神戸綜合速記㈱ こうべそうごうそっき

13428 幸陽印刷（有） こうよういんさつ

10465 ㈱古賀クリーナー　多治見支店 こがくりーなー

13483 ㈱国際開発コンサルタンツ　岐阜事務所 こくさいかいはつこんさるたんつ

13257 国際航業㈱　岐阜営業所 こくさいこうぎょう

10469 国産薬品工業（株） こくさんやくひんこうぎょう

13392 国土情報開発㈱ こくどじょうほうかいはつ

13473 ㈱コスモリサーチ　中部支店 こすもりさーち

10458 （株）コパン こぱん

10457 ㈱小見山家具製作所　営業本部 こみやまかぐせいさくしょ

10470 (株)コメリ こめり

13503 ㈲コモアルアイ こもあるあい

10464 小森産業㈱ こもりさんぎょう

10479 金剛㈱　名古屋支店 こんごう

13249 ㈱コーネットワーク こーねっとわーく

13443 （株）ゴエンズ ごえんず

12300 ㈱サイエンスネット さいえんすねっと

13398 （株）サイネックス さいねっくす

13275 ㈱佐合木材 さごうもくざい

10507 ㈲サワノ商会 さわのしょうかい

10522 ㈲サンアイ さんあい



10531 サンエス㈱ さんえす

10530 ㈱三協 さんきょう

12301 ㈱三協厨機 さんきょうちゅうき

13310 （株）サンケン・エンジニアリング　大阪支店 さんけんえんじにありんぐおおさかしてん

12803 ㈱三弘　岐阜営業所 さんこう

13508 三晃工業（株） さんこうこうぎょう

12806 ㈱三進ろ過工業 さんしんろかこうぎょう

13479 ＳＵＮ　ＴＥＣＨ㈱ さんてっく

10526 サンメッセ(株)　岐阜支店 さんめっせ　

13333 (有)サンユー商事 さんゆーしょうじ

10512 ㈱三陽商会　岐阜営業所 さんようしょうかい

13283 山陽マーク㈱ さんようまーく

10528 ㈱サンリーク　名古屋営業所 さんりーく

10518 三和機電㈱ さんわきでん

10515 ㈱三和サービス さんわさーびす

13471 三和シヤッター工業㈱　多治見営業所 さんわしゃったーこうぎょう

10501 ㈱ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ　名古屋事務所 さーべいりさーちせんたー

10784 シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ しだっくすだいしんとうひゅーまんさーびす

13463 （株）シナジー しなじー

10553 篠田㈱　愛岐営業所 しのだ

10554 （株）シノダ楽器 しのだがっき

13369 シフトプラス㈱ しふとぷらす

10562 ㈱松栄堂楽器　可児店 しょうえいどうがっき

10579 昭和建物管理㈱　岐阜支社 しょうわたてものかんり

10587 (有)白坂速記事務所 しらさかそっきじむしょ

13223 ㈱新栄重機 しんえいじゅうき

13497 神栄トラベル（株） しんえいとらべる

13411 シンコースポーツ中部㈱ しんこーすぽーつちゅうぶ

10581 ㈱シンセン　多治見支店 しんせん

10594 新明和アクアテクサービス㈱　中部センター しんめいわあくあてくさーびす

13416 シンレキ工業㈱　名古屋出張所 しんれきこうぎょう

10588 （株）シンワ しんわ

10551 ㈱シーエスエス総合舞台 しーえすえすそうごうぶたい

10599 ㈱シーモス名古屋 しーもすなごや

13344 ㈱ジェイエスキューブ　第五営業本部 じぇいえすきゅーぶ

13224 ＪＦＥ条鋼㈱　水島製造所 じぇいえふいーじょうこう

13512 （株）ＪＴＢ　岐阜支店 じぇいてぃーびー　ぎふしてん

11121 ㈱ＪＥＣＣ じぇっく

10557 ㈱ジムブレーン　東美濃支店 じむぶれーん



10564 ㈱ジャクエツ　多治見店 じゃくえつ

13522 ジャトー（株）　中部営業所 じゃとー

10580 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ総合研究所 じゃぱんいんたーなしょなるそうごうけんきゅうしょ

13347 ジャパンエレベーターサービス東海㈱ じゃぱんえれべーたーさーびす

13504 自由工房 じゆうこうぼう

10578 (株)上智　岐阜支店 じょうち

13408 ㈱城南メンテナンス　名古屋営業所 じょうなんめんてなんす

13426 （有）Ｇ・プラン じーぷらん

13437 ㈱Ｇｙｔ じーわいてぃー

10601 水研化学工業㈱　岐阜営業所 すいけんかがくこうぎょう

10606 ㈱スズケン　関支店 すずけん

13234 ㈱スタジオ三十三 すたじおさんじゅうさん

13332 (有)スタッフプランニング すたっふぷらんにんぐ

10614 ㈱スポーツマックス すぽーつまっくす

13488 ㈱ｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ　ｸﾗｳﾄﾞｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝDivision すまーとばりゅー　くらうどいのべーしょんでぃびじょん

10604 寿美工業(株)　岐阜営業所 すみこうぎょう

13394 住友重機械エンバイロメント㈱中部支店 すみともじゅうきかいえんばいろめんと

13285 ㈱静環検査センター　岐阜営業所 せいかんけんさせんたー

10665 （株）セイコー せいこー

10653 西濃印刷㈱ せいのういんさつ

13475 西濃機電（株） せいのうきでん

12851 ㈲西濃選挙サービス せいのうせんきょさーびす

10654 ㈱西武管商　中濃店 せいぶかんしょう

10655 関印刷㈲ せきいんさつ

10656 ㈱セキュリティー せきゅりてぃー

10658 セコム㈱ せこむ

10659 ㈱セレスポ　岐阜支店 せれすぽ

13327 ㈱宣通 せんつう

10664 ㈱全日本医療サービス ぜんにほんいりょうさーびす

10660 ㈱ゼンリン　岐阜営業所 ぜんりん

13321 ㈱創建　岐阜支店 そうけん

12900 (株)総合鑑定調査　岐阜支店 そうごうかんていちょうさ

12901 一般財団法人　総合保健センター そうごうほけんせんたー

10702 ㈱総合保健センター そうごうほけんせんたー

12902 ソリマチ㈱ そりまち

10708 ＳＯＫＡＮ㈱ そーかん

13296 大成金属㈱ たいせいきんぞく

10787 ㈱タイヤショップ共栄 たいやしょっぷきょうえい

13424 （株）高島衛生 たかしまえいせい



13295 （株）タクト経済研究所 たくとけいざいけんきゅうしょ

13316 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所 たくとたかいのりひとかいけいじむしょ

13519 （株）竹中スポーツ たけなかすぽーつ

13499 田中電気（株） たなかでんき

10773 タニコー(株)　岐阜営業所 たにこー

13210 玉野総合コンサルタント㈱　岐阜事務所 たまのそうごうこんさるたんと

10781 (株)丹葉電機岐阜 たんようでんきぎふ

10751 第一法規㈱ だいいちほうき

13361 大栄環境株式会社 だいえいかんきょう

13205 ㈱ダイエイハービス だいえいはーびす

13511 大新東（株） だいしんとう

10757 大東㈱ だいとう

13440 大日本警備保障（株） だいにほんけいびほしょう

13353 大和産業㈱ だいわさんぎょう

10762 大和商事㈱ だいわしょうじ

10763 (株)ダイワテクノ だいわてくの

10790 大和リース(株)　岐阜営業所 だいわりーす

13430 ㈱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 だすきんぎふ　だすきんれんとおーるぎふいべんとせんたー

13397 地域計画建築研究所　名古屋事務所 ちいきけいかくけんちくけんきゅうしょ

10802 ㈱チャイルド社 ちゃいるどしゃ

12956 ㈱中央設計技術研究所　岐阜事務所 ちゅうおうせっけいぎじゅつけんきゅうしょ

13274 ㈲中央体育器具製作所 ちゅうおうたいいくきぐせいさくしょ

10804 中央電子光学㈱ ちゅうおうでんしこうがく

10834 中外テクノス㈱　中部支店 ちゅうがいてくのす

10832 (株)中京臨床検査センター岐阜 ちゅうきょうりんしょうけんさせんたーぎふ

10805 ㈱中広 ちゅうこう

13366 ㈱中日アド企画　岐阜支社 ちゅうにちあどきかく

10824 中日技研㈱ ちゅうにちぎけん

12955 ㈲中濃 ちゅうのう

10822 （株）中濃クリーンコンサルタント ちゅうのうくりーんこんさるたんと

10809 中部化成薬品㈱ ちゅうぶかせいやくひん

10821 ㈱中部空調サービス ちゅうぶくうちょうさーびす

10811 中部クリーン㈱ ちゅうぶくりーん

10813 中部交通資材（株） ちゅうぶこうつうしざい

10815 中部事務機㈱　東濃支店 ちゅうぶじむき

10828 ㈱中部選挙設備 ちゅうぶせんきょせつび

13480 ㈱中部テクノス ちゅうぶてくのす

13348 中部テレコミュニケーション㈱ ちゅうぶてれこみゅにけーしょん

10816 （一財）中部電気保安協会　加茂事業所 ちゅうぶでんきほあんきょうかい



13493 中部電力株式会社 ちゅうぶでんりょく

13281 中部トーハツ防災㈱　岐阜営業所 ちゅうぶとーはつぼうさい

13431 中部パークシステム（株） ちゅうぶぱーくしすてむ

13390 中部リケン㈱ ちゅうぶりけん

10814 中部漏水調査 ちゅうぶろうすいちょうさ

10851 ㈲九十九商事 つくもしょうじ

13474 ㈱ティーブイエスネクスト てぃーぶいえすねくすと

13383 ティーペック㈱ てぃーぺっく

10909 ㈱テイコク ていこく

10901 テツ商会㈱ てつしょうかい

10910 テルウェル西日本㈱　東海支店 てるうぇるにしにほん

10905 ㈱デイエスジャパン　岐阜店 でいえすじゃぱん

10912 デュプロ販売㈱　岐阜営業所 でゅぷろはんばい

10903 ㈱電算システム でんさんしすてむ

13378 ㈱データホライゾン でーたほらいぞん

13496 株式会社　ＴＯＩＬ といる

13498 ㈲トゥルーマンカンパニー とぅるーまんかんぱにー

13450 東亜グラウト工業（株）中部支店 とうあぐらうとこうぎょう

10985 ㈱東亜製作所　岐阜支店 とうあせいさくしょ

10988 東栄電業（株） とうえいでんぎょう

10969 東海オートドアー㈱ とうかいおーとどあー

13277 東海公営事業㈱ とうかいこうえいじぎょう

10956 東海消防防災(株) とうかいしょうぼうぼうさい

13466 東海図版（株）　岐阜営業所 とうかいずはん

10989 ㈱東海チャートプロダクツ とうかいちゃーとぷろだくつ

10992 (株)東海遊具製作所 とうかいゆうぐせいさくしょ

13232 東海リース㈱　名古屋支店 とうかいりーす　なごやしてん

10996 東京センチュリー㈱　名古屋営業部 とうきょうせんちゅりー

10980 ㈱東京法規出版 とうきょうほうきしゅっぱん

10995 東芝インフラシステムズ㈱　中部支店 とうしばいんふらしすてむず

13525 東農コアー（株） とうのうこあー

10961 東濃建物管理㈱ とうのうたてものかんり

13393 東菱電子㈱ とうびしでんし

10962 ㈲東文堂 とうぶんどう

13324 東洋計器㈱　名古屋支店 とうようけいき

13451 （株）東洋食品 とうようしょくひん

13233 ㈱東洋スタビ とうようすたび

10999 東和コンサルタント㈱ とうわこんさるたんと

10967 戸島工業（株） とじまこうぎょう



10965 ㈲富田文渓堂　美濃加茂支店 とみたぶんけいどう

10987 トヨタL＆F中部㈱　美濃加茂営業所 とよたえるあんどえふちゅうぶ

10974 ㈱トヨタレンタリース岐阜 とよたれんたりーすぎふ

10951 ㈱トーカイ とーかい

10952 ﾄｰﾃｯｸｱﾒﾆﾃｨ㈱　岐阜事業所 とーてっくあめにてぃ

10953 ﾄｰﾃｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱　岐阜営業所 とーてっくびじねすさぽーと

10972 （株）ﾄｰﾉｰｾｷｭﾘﾃｨ とーのーせきゅりてぃ

10998 有限責任監査法人トーマツ　名古屋事務所 とーまつ

10971 ㈱東利　岐阜支店 とーり

10981 道家工業㈱ どうけこうぎょう

10970 ㈱ドライビングサービス どらいびんぐさーびす

11015 ㈱ナイスワーク ないすわーく

11003 ﾅｶｼｬｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ㈱　岐阜営業所 なかしゃくりえいてぃぶ

11004 ㈱中西製作所　岐阜営業所 なかにしせいさくしょ

13521 中日本建設コンサルタント（株）　岐阜事務所 なかにほんけんせつこんさるたんと　

11013 中日本航空㈱　岐阜支店 なかにほんこうくう

11006 中日本産業㈱ なかにほんさんぎょう

11021 ㈱ナカノアイシステム　岐阜営業所 なかのあいしすてむ

13467 ナガオ美建（株） ながおびけん

11018 (一財)名古屋公衆医学研究所 なごやこうしゅういがくけんきゅうしょ

11010 名古屋水交㈱ なごやすいこう

11014 ナゴヤプラント㈱ なごやぷらんと

13415 ㈱ナスコ　岐阜営業所 なすこ

11017 ナブコドア㈱　岐阜営業所 なぶこどあ

11012 ㈱ナルセ なるせ

13531 一般財団法人　名和昆虫研究所 なわこんちゅうけんきゅうじょ

13280 西日本電信電話㈱　岐阜支店 にしにっぽんでんしんでんわ

11123 (株)西日本水道センター　名古屋支店 にしにほんすいどうせんたー

11102 （株）ニチイ学館 にちいがっかん

13454 （株）ニック にっく

11053 ㈱ニッコク　名古屋支店 にっこく

11055 ㈱日写 にっしゃ

13376 ㈱日水コン　岐阜事務所 にっすいこん

11106 日成ビルド工業㈱　岐阜営業所 にっせいびるどこうぎょう

11057 日東事務機（株） にっとうじむき

13351 日本イベント企画㈱ にっぽんいべんときかく

11108 日本印刷㈱ にっぽんいんさつ

11103 日本カルミック㈱ にっぽんかるみっく

11120 日本事務器㈱　中部支社 にっぽんじむき



11117 日本通運(株)　岐阜支店 にっぽんつううん

11066 日本電気㈱　岐阜支店 にっぽんでんき

13469 （有）日本一安い罠の店 にほんいちやすいわなのみせ

12511 ㈱日本インシーク　関営業所 にほんいんしーく

13246 ㈱日本エム・アイ・エー にほんえむ・あい・えー

11054 日本エンヂニヤ㈱　岐阜営業所 にほんえんぢにや

13005 日本海航測㈱　名古屋支店 にほんかいこうそく

13290 （株）日本開発研究所三重 にほんかいはつけんきゅうしょみえ

13004 （一社）日本家族計画協会 にほんかぞくけいかくきょうかい

13002 (一財)日本環境衛生センター にほんかんきょうえいせいせんたー

11063 日本ガード㈱ にほんがーど

11064 日本機械工業㈱　名古屋営業所 にほんきかいこうぎょう

12221 日本キャタピラー合同会社　岐阜営業所 にほんきゃたぴらー

13012 日本教育情報機器㈱ にほんきょういくじょうほうきき

13368 （一社）日本経営協会　中部本部 にほんけいえいきょうかい

13008 ㈱日本工営　岐阜事務所 にほんこうえい

13360 日本コムテック（株）東京支店 にほんこむてっく

11109 (株)日本サポートサービス にほんさぽーとさーびす

11113 日本調理機㈱　中部支店　岐阜営業所 にほんちょうりき

13515 日本通信紙（株）名古屋支店 にほんつうしんし

11115 日本電子計算㈱　名古屋支店 にほんでんしけいさん

13269 ㈱日本漏防コンサルタント　中部営業所 にほんろうぼうこんさるたんと

13405 ＮＥＷ　ＡＧＥ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ にゅー・えいじ・ぷらんにんぐ

13455 Ｎｅｘｔ－ｉ（株） ねくすとあい

11204 濃飛倉庫運輸㈱ のうひそうこうんゆ　ぎふしてん

13403 濃尾電機株式会社 のうびでんき

11205 ノダック㈱　中部事業所 のだっく

13510 則武運輸（株） のりたけうんゆ

11261 ㈱ハイパーブレイン　岐阜支社 はいぱーぶれいん

13447 株式会社ハイン はいん

13528 ハガクレフード（株）中部支店 はがくれふーど　ちゅうぶしてん

13527 葉隠勇進（株）中部支店 はがくれゆうしん　ちゅうぶしてん

11251 （有）白山商会 はくさんしょうかい

11267 ㈱博電舎 はくでんしゃ

13325 ㈱ハクトートータルサービス はくとーとーたるさーびす

13055 (有)羽島理化 はしまりか

11252 ㈱橋本 はしもと

13053 ハセガワ企画 はせがわきかく

13054 長谷川体育施設㈱　岐阜営業所 はせがわたいいくしせつ



13050 ㈱長谷川通信工業 はせがわつうしんこうぎょう

11254 白光石油㈱ はっこうせきゆ

11256 花文貸物装飾㈱　岐阜営業所 はなぶんかしものそうしょく

13505 林会計事務所 はやしかいけいじむしょ

13524 ㈲ハヤシバス はやしばす

10666 ＨＡＲＶＥＹ㈱　岐阜支店 はーう゛ぇい

11268 ハートアベニュー㈲ はーとあべにゅー

11271 バイザー㈱ ばいざー

11253 ㈱パスコ　岐阜支店 ぱすこ　ぎふしてん

13051 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸLSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　中部支店 ぱなそにっくえるえすえんじにありんぐ

11266 パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱　中日本社 ぱなそにっくしすてむそりゅーしょんずじゃぱん

11264 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｾﾞｰｼｮﾝ㈱　中濃営業所 ぱぶりっく・ぐろーばりぜーしょん

11326 ㈱日立システムズ　中部支社 ひたちしすてむず

11305 ㈱日立ビルシステム　中部支社 ひたちびるしすてむ

11306 日ノ出産業㈱ ひのでさんぎょう

11308 ㈱日比野スポーツ ひびのすぽーつ

13495 平手公認会計士事務所 ひらてこうにんかいけいしじむしょ

11321 ヒルムタ興業(株) ひるむたこうぎょう

11318 ビーム計画設計㈱ びーむけいかくせっけい

13441 （株）ファノバ　中部支店 ふぁのば

11766 （有）ＦＩＲＳＴ ふぁーすと

10964 ㈱フィルテック ふぃるてっく

13386 フィルムルックス㈱ ふぃるむるっくす

11351 ㈱福祉の里 ふくしのさと

11395 福田三商㈱ ふくださんしょう

11398 ㈱福電事業 ふくでんじぎょう

11353 ㈱富士 ふじ

11359 (株)富士清空工業所 ふじせいくうこうぎょうしょ

13259 フジ地中情報㈱　名古屋支店 ふじちちゅうじょうほう

11390 (株)富士通エフサス　岐阜支店 ふじつうえふさす

13517 富士通Japan（株）岐阜支店 ふじつうじゃぱん　ぎふしてん

11367 （株）富士通ゼネラル　中部情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部 ふじつうぜねらる　ちゅうぶじょうほうつうしんねっとわーくえいぎょうぶ

13358 富士通マーケティング　東海支社 ふじつうまーけてぃんぐ

11393 富士通リース㈱　中部支店 ふじつうりーす

11384 富士電機ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱　岐阜支店 ふじでんきあいてぃそりゅーしょん

11357 富士フィルムシステムサービス（株）　公共事業本部　中部支店 ふじふぃるむしすてむさーびす

11387 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） ふじふいるむびじねすいのべーしょんじゃぱん

13461 （株）フジマック　岐阜営業所 ふじまっく

11396 藤吉工業㈱ ふじよしこうぎょう



13399 （株）フソウ　名古屋支店 ふそう

11363 ㈱フューチャーイン　岐阜営業所 ふゅーちゃーいん

11366 ㈱芙蓉施設センター　土岐営業所 ふようしせつせんたー　ときえいぎょうしょ

11365 ㈱フレーベル館　岐阜支店 ふれーべるかん　ぎふしてん

11378 ㈱ブイ・アール・テクノセンター ぶい・あーる・てくのせんたー

11391 ㈱プロデュースメディアＮＥＯ ぷろでゅーすめでぃあねお

11452 ㈱保安企画 ほあんきかく

11454 ㈱邦栄 ほうえい

11459 ㈲ホクギ ほくぎ

11457 ホシザキ東海㈱　可児営業所 ほしざきとうかい

13276 ホーメックス㈱　名古屋支店 ほーめっくす

13404 株式会社　ボーダーリンク　 ぼーだーりんく

11519 ㈱前澤エンジニアリングサービス　名古屋営業所 まえざわえんじにありんぐさーびす

11522 （株）松波テクノ まつなみてくの

11507 松菱産業㈱ まつびしさんぎょう

11529 松村工業㈱ まつむらこうぎょう

13530 松森建物リース（株） まつもりたてものりーす

13478 ㈱マニックス まにっくす

11509 マルギ繊維㈱ まるぎせんい

11511 丸硝㈱ まるしょう

11512 丸新消防㈱ まるしんしょうぼう

11510 ㈱丸治コンクリート工業所　美濃加茂営業所 まるじこんくりーとこうぎょうしょ　

11523 丸ス産業㈱ まるすさんぎょう

11520 ㈱マルゼン　岐阜営業所 まるぜん

11524 ㈱丸善グループ まるぜんぐるーぷ

11515 丸長産業㈱ まるちょうさんぎょう

13458 （有）マルマンスポーツ　多治見店 まるまんすぽーつ

13356 マルミ鉄工所 まるみてっこうしょ

11528 ㈱マーク まーく

13362 三重中央開発㈱ みえちゅうおうかいはつ

13371 美敏エクスプレス みさとえくすぷれす

11530 ミザック㈱ みざっく

11571 ㈱水野総合鑑定 みずのそうごうかんてい

11572 みずほ不動産鑑定事務所 みずほふどうさんかんていじむしょ

10609 三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ みついすみともとらすと・ぱなそにっくふぁいなんす

13400 三菱電機クレジット（株）中部支店 みつびしでんきくれじっと

11558 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱　中部支社岐阜支店 みつびしでんきびるてくのさーびす

11559 三菱ふそうトラック・バス㈱　東海ふそう　岐阜支店 みつびしふそうとらっく・ばす

11560 ミドリ安全岐阜㈱ みどりあんぜんぎふ



11561 ㈱ミライコミュニケーションネットワーク みらいこみにゅけーしょんねっとわーく

11601 ㈱ムサシ　名古屋支店 むさし

13532 名岐広報（株） めいぎこうほう

11659 ㈱名神 めいしん

13103 名鉄観光バス㈱　岐阜支店 めいてつかんこうばす

11658 ㈱名豊 めいほう

11665 名北ワード㈱ めいほくわーど

13102 ㈱メイホーエンジニアリング　美濃加茂営業所 めいほーえんじにありんぐ

11673 メタウオーター（株）　営業本部中日本営業部 めたうおーたー

13100 ㈱メディセオ　多治見支店 めでぃせお

13472 ㈱メフォス めふぉす

13377 メーキュー㈱ めーきゅー

11753 安田㈱　本店 やすだ

13328 安田化成㈱ やすだかせい

13494 安田建設（株） やすだけんせつ

11754 安田電気暖房(株) やすだでんきだんぼう

11755 ㈱山越 やまこし

11773 山﨑工業㈱ やまざきこうぎょう

11756 ㈱山崎商事 やまざきしょうじ

13406 山下不動産鑑定㈱　岐阜支店 やましたふどうさんかんてい

11771 ㈱山正　可児営業所 やましょう

11769 ㈱大和速記情報センター　名古屋営業所 やまとそっきじょうほうせんたー

11762 やまもと企画㈱ やまもときかく

11770 ㈱ヤマユウ　関店 やまゆう

13260 ㈱ユイテック ゆいてっく

11808 ㈱ユニオン　中濃営業所 ゆにおん

13520 ユニオンテック　（株） ゆにおんてっく

13379 (有)ユーリンク ゆーりんく

11851 ヨツハシ㈱ よつはし

13311 （株）米津西部　中濃支店 よねづせいぶ

13438 ㈱ＲＡＩ－ＯＮ らいおん

11908 ㈱ライズファクトリー らいずふぁくとりー

11904 ㈱ライム らいむ

11906 (株)ライン不動産鑑定所 らいんふどうさんかんていしょ

13326 ランドブレイン㈱　岐阜事務所 らんどぶれいん

13514 リエスパワーネスクト（株） りえすぱわーねくすと

13151 リコージャパン(株)　販売事業本部　岐阜支社岐阜営業部 りこーじゃぱん

13150 リコーリース(株)　中部支社 りこーりーす

13385 ㈱リサイクル中部 りさいくるちゅうぶ



11963 リスロン(株)　岐阜支店 りすろん

13365 （有）リタッグ りたっぐ

11960 リプロ㈱ りぷろ

11956 リメイキング㈱ りめいきんぐ

11958 菱和エアコン㈱　岐阜支店 りょうわえあこん

12152 （有）若宮環境サービス わかみやかんきょうさーびす

13442 和光通信（株） わこうつうしん

12153 ワタナベスポーツ わたなべすぽーつ

11664 (株)ワトワメディカル わとわめでぃかる


