
岐阜中 足立自動車工業株式会社

岐阜中 エーザイ株式会社　岐阜コミュニケーションオフィス

岐阜中 (株)市川工務店

岐阜中 岐阜愛知電機株式会社　電設事業部

岐阜中 （株）十六銀行　本店営業部

岐阜中 株式会社　三井住友銀行 岐阜支店

岐阜中 丸佐株式会社

岐阜中 中部化成薬品株式会社

岐阜中 株式会社マルエイ　本社

岐阜中 まねきや硝子株式会社

岐阜中 内藤電機株式会社

岐阜中 東京海上日動火災保険(株)　岐阜支店

岐阜中 岐阜スズキ販売株式会社

岐阜中 株式会社商工組合中央金庫岐阜支店

岐阜中 中部電力パワーグリッド株式会社　岐阜支社

岐阜中 株式会社みずほ銀行　

岐阜中 東海自動車ガラス株式会社

岐阜中 岐阜中警察署

岐阜中 株式会社テイコク　本社

岐阜中 ブリヂストンはぎの株式会社

岐阜中 株式会社オゼキ

岐阜中 岐阜ヤナセ株式会社

岐阜中 國六株式会社

岐阜中 井上精機株式会社

岐阜中 ヒロタ株式会社

岐阜中 ＳＭＢＣ日興証券株式会社　岐阜支店

岐阜中 大垣共立銀行　岐阜支店

岐阜中 小畑ポンプ工業株式会社

岐阜中 本誓寺学園明照幼稚園

岐阜中 西日本三菱自動車販売株式会社

岐阜中 協和薬品工業株式会社

岐阜中 安田株式会社 本店

岐阜中 岐阜日石　株式会社

岐阜中 株式会社ウスイ消防

岐阜中 東建設工業株式会社

岐阜中 野村證券(株)　岐阜支店

岐阜中 株式会社ケミック

岐阜中 岐阜市役所

岐阜中 岐阜市消防本部

岐阜中 （株）三菱ＵＦＪ銀行　岐阜支店

岐阜中 岐阜糖業株式会社

岐阜中 株式会社マキロ

岐阜中 棚橋工業株式会社　

岐阜中 岐阜トヨペット株式会社　岐阜東バイパス店

岐阜中 平三株式会社

岐阜中 岐阜市環境部環境一課老洞環境事務所

岐阜中 大矢建設（株）

岐阜中 アジア原紙株式会社

岐阜中 三井住友信託銀行株式会社　岐阜支店

岐阜中 株式会社 岐阜ベルト

岐阜中 岐阜信用金庫

岐阜中 岐阜酸素株式会社

岐阜中 日進電機株式会社

岐阜中 ワキタ株式会社

岐阜中 株式会社小森宮

岐阜中 剱崎建設株式会社

岐阜中 株式会社きくや美粧堂　しんび岐阜

岐阜中 学校法人加納学園　こばと幼稚園

岐阜中 株式会社後藤無線商会

岐阜中 （有）東海第一自動車学校

岐阜中 株式会社　デントオール　岐阜支店

岐阜中 岐阜管工事株式会社

管轄 事業所の名称



岐阜中 日本たばこ産業株式会社　岐阜支店

岐阜中 ダイワフーヅ株式会社

岐阜中 一般財団法人中部電気保安協会　岐阜営業所

岐阜中 岐阜日産自動車株式会社　金園通り店

岐阜中 岐阜ダイハツ販売株式会社　岐阜中央店

岐阜中 第一石油株式会社

岐阜中 セコム株式会社　岐阜統轄支社

岐阜中 株式会社　十六銀行　本部

岐阜中 岐阜北税務署

岐阜中 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所

岐阜中 株式会社十八楼

岐阜中 亀屋株式会社

岐阜中 日本放送協会岐阜放送局

岐阜中 ヨシヤス株式会社　岐阜店

岐阜中 株式会社村瀬産業

岐阜中 株式会社若原工機

岐阜中 中部事務機株式会社

岐阜中 株式会社シーテック岐阜支社

岐阜中 株式会社雛屋建設社

岐阜中 ぎふ農業協同組合

岐阜中 岐阜繊維福祉協同組合

岐阜中 株式会社かんぜん

岐阜中 株式会社松栄堂楽器　本店　

岐阜中 澤田建設株式会社

岐阜中 山兼株式会社

岐阜中 岐阜市保健所

岐阜中 昭和コンクリート工業株式会社

岐阜中 岐阜スバル自動車株式会社

岐阜中 戸島工業（株）

岐阜中 安田株式会社　本社

岐阜中 （株）ハシマ

岐阜中 株式会社ギフ加藤製作所

岐阜中 塩野義製薬株式会社　岐阜営業所

岐阜中 岐阜市消防本部　岐阜中消防署

岐阜中 あいおいニッセイ同和損害保険(株)　岐阜支店

岐阜中 瓶由株式会社

岐阜中 下野機械株式会社

岐阜中 第一生命保険株式会社　岐阜支社

岐阜中 株式会社川甚

岐阜中 丸盛金物株式会社

岐阜中 中日本クリーナー株式会社

岐阜中 岐阜トヨタ自動車株式会社　

岐阜中 岐阜信用金庫　芥見支店

岐阜中 学校法人聖愛学園　認定こども園　芽含幼稚園

岐阜中 株式会社クレーンギフ

岐阜中 有限会社つじや

岐阜中 学校法人杉山学園　若葉第一幼稚園

岐阜中 学校法人篠田児童文化学園　ほんごう幼稚園

岐阜中 篠田商事株式会社

岐阜中 一般社団法人岐阜市医師会臨床検査センター

岐阜中 学校法人総純学園 清流認定こども園

岐阜中 株式会社昭和電機

岐阜中 安田電機暖房株式会社

岐阜中 株式会社 信弘電機

岐阜中 学校法人上楽学園　ながもり第二幼稚園

岐阜中 玉田建設株式会社

岐阜中 学校法人芥見学園　芥見幼稚園

岐阜中 株式会社森屋製作所

岐阜中 中電不動産(株)　岐阜支社

岐阜中 学校法人富田学園

岐阜中 東海第一幼稚園

岐阜中 第一三共株式会社　岐阜営業所

岐阜中 株式会社浅野商店

岐阜中 日東事務機　株式会社



岐阜中 岐阜電子工業株式会社

岐阜中 学校法人天使学園　天使幼稚園

岐阜中 株式会社ホテルパーク

岐阜中 共栄ライフパートナーズ株式会社

岐阜中 学校法人伊藤学園　みのり幼稚園

岐阜中 学校法人篠田学園　かぐや第一こども園

岐阜中 株式会社正気屋

岐阜中 株式会社ぎふ初寿司　本部

岐阜中 株式会社林組

岐阜中 丸池電機株式会社

岐阜中 学校法人本願寺学園　岐阜幼稚園

岐阜中 お食事処　あい川

岐阜中 三井住友海上火災保険株式会社　岐阜支店

岐阜中 公立学校共済組合岐阜宿泊所　グランヴェール岐山

岐阜中 岐阜中消防署　東南分署

岐阜中 株式会社浅野花園

岐阜中 学校法人神谷学園　東海第二幼稚園

岐阜中 株式会社富士屋精肉

岐阜中 株式会社小石工務店

岐阜中 華陽車体工業株式会社

岐阜中 大同工業株式会社

岐阜中 株式会社 チャイルド社

岐阜中 一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜中 株式会社山岡工作所

岐阜中 社会福祉法人　岐阜市社会福祉事業団

岐阜中 学校法人上楽学園　長森幼稚園

岐阜中 浅見組建材株式会社

岐阜中 株式会社岐阜新聞社

岐阜中 一二三自動車商会

岐阜中 岐阜観光索道株式会社

岐阜中 岐阜信用金庫　鏡島支店

岐阜中 十六TT証券株式会社　本店営業部

岐阜中 中外製薬（株）　岐阜三重支店

岐阜中 株式会社  大垣共立銀行　岐阜駅前支店

岐阜中 株式会社ツムラ　岐阜営業所

岐阜中 株式会社ＪＴＢ　岐阜支店

岐阜中 (株)建通新聞社　中部支社　岐阜支局

岐阜中 協和キリン(株)名古屋支店　岐阜営業所

岐阜中 有限会社横山歯科商店

岐阜中 株式会社吉田プロパン

岐阜中 株式会社彩工社

岐阜中 共立電気株式会社

岐阜中 東海労働金庫　岐阜支店

岐阜中 小塩通信株式会社

岐阜中 大寅重機株式会社

岐阜中 (株)大丸グラフィックス

岐阜中 株式会社テイコク

岐阜中 岐阜西スポーツクラブ

岐阜中 岐阜ヤナセ株式会社　本社工場

岐阜中 株式会社 中広

岐阜中 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　中部支社岐阜支店

岐阜中 株式会社宮嶋

岐阜中 学校法人杉山学園　ＲＥＤＳ岐阜中央スイミングスクール

岐阜中 有限会社八郎鮨

岐阜中 齊交株式会社

岐阜中 株式会社大黒屋酒店

岐阜中 岐阜市東部クリーンセンター

岐阜中 社会福祉法人大谷聖徳会　聖徳保育園

岐阜中 兼山印刷株式会社

岐阜中 近松建設(株)

岐阜中 株式会社オリエントコーポレーション　岐阜支店

岐阜中 岐阜生花市場協同組合

岐阜中 エコーインテック株式会社

岐阜中 株式会社日立ビルシステム中部支社　岐阜統括営業所



岐阜中 丸栄石油株式会社

岐阜中 大東ヂーゼル自動車工業有限会社

岐阜中 凰建設株式会社

岐阜中 岐阜日石(株)オートランド岐阜東

岐阜中 イワタ建設株式会社

岐阜中 川崎設備工業株式会社　岐阜支店

岐阜中 西濃印刷株式会社

岐阜中 山本株式会社

岐阜中 AIG損害保険　株式会社

岐阜中 中部電力パワーグリッド株式会社　岐阜営業所

岐阜中 名岐広報株式会社

岐阜中 中部電気工業株式会社

岐阜中 寺嶋建設株式会社

岐阜中 株式会社シェルピア高畑希和建設

岐阜中 山中瓦株式会社

岐阜中 岐阜信用金庫　美江寺支店

岐阜中 株式会社ジャックス　岐阜支店

岐阜中 和風料理宇を徳

岐阜中 岐阜電材株式会社

岐阜中 (株)中部テロソン

岐阜中 株式会社神田組

岐阜中 岐阜中消防署　東分署

岐阜中 株式会社環境システム　Ｉ・Ｒ・Ｃ

岐阜中 株式会社サンワ建工

岐阜中 天理教愛岐布教所

岐阜中 医療法人社団　慈朋会　澤田病院

岐阜中 新世日本金属株式会社

岐阜中 株式会社辰巳屋製紐

岐阜中 しんきん総合リース株式会社

岐阜中 国枝自動車工業株式会社

岐阜中 SMBCファイナンスサービス(株) 岐阜支店

岐阜中 岐阜ビル管理株式会社

岐阜中 岐阜ダイハツ販売（株）　鏡島店

岐阜中 株式会社ミナミエレック

岐阜中 十六リース株式会社

岐阜中 損害保険ジャパン株式会社　岐阜中央支店

岐阜中 瀬古写真株式会社

岐阜中 三興電通株式会社

岐阜中 大日本住友製薬株式会社　岐阜営業所

岐阜中 こばと西幼稚園

岐阜中 株式会社木股錺金属製作所

岐阜中 東栄電業株式会社

岐阜中 岐阜商工信用組合

岐阜中 旭化成ファーマ（株）岐阜営業所

岐阜中 (株)ＮＴＴファシリティーズ東海岐阜支店

岐阜中 創文堂事務機株式会社

岐阜中 六原建設株式会社

岐阜中 株式会社　帝国データバンク　岐阜支店

岐阜中 株式会社 十六カード

岐阜中 日新火災海上保険株式会社　岐阜サービス支店

岐阜中 田辺三菱製薬(株)　東海支店岐阜第一営業所

岐阜中 株式会社 岐東設備

岐阜中 株式会社エムエストーカイ

岐阜中 アパートセンター株式会社　岐阜店

岐阜中 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社　岐阜ＣＳセンター

岐阜中 美濃善不動産株式会社

岐阜中 株式会社川田電機工務店

岐阜中 小野薬品工業(株)岐阜営業所

岐阜中 医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ

岐阜中 (株)富士通エフサス 岐阜サービスセンター

岐阜中 濃飛倉庫運輸(株)

岐阜中 日本電気株式会社　岐阜支店

岐阜中 株式会社タカオ

岐阜中 株式会社　近畿日本ツーリスト中部　岐阜支店



岐阜中 バイエル薬品株式会社　岐阜営業所

岐阜中 鶯谷中学・高等学校

岐阜中 参天製薬株式会社　岐阜営業所

岐阜中 旭化成ホームズ株式会社 中部営業本部岐阜支店

岐阜中 株式会社堀江兄弟商店

岐阜中 大洞岐協苑

岐阜中 公益社団法人岐阜病院

岐阜中 株式会社誠和

岐阜中 岐阜公共職業安定所

岐阜中 セキスイハイム中部株式会社　岐阜支店

岐阜中 （有）浅野電工社

岐阜中 株式会社 岐阜放送

岐阜中 株式会社野々村葬儀社

岐阜中 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)

岐阜中 ホンダカーズ岐阜中央北一色店

岐阜中 東京海上日動調査サービス株式会社

岐阜中 ノボ　ノルディスク　ファーマ株式会社 岐阜オフィス

岐阜中 株式会社サンアイ岡本

岐阜中 株式会社サン・アド

岐阜中 丸成林建設株式会社

岐阜中 大和証券株式会社　岐阜支店

岐阜中 (株)日本旅行 岐阜支店

岐阜中 株式会社和風料理後藤家

岐阜中 社会福祉法人岐東福祉会　身体障害者支援施設　はなみずき苑

岐阜中 株式会社カンチ

岐阜中 株式会社ローソン　岐阜西支店

岐阜中 巴産業株式会社

岐阜中 太平ビルサービス(株)　岐阜支店

岐阜中 一般社団法人岐阜県道路・舗装技術協会

岐阜中 ＥＡファーマ株式会社

岐阜中 株式会社岐阜高島屋

岐阜中 馬場建設株式会社

岐阜中 アストラゼネカ株式会社　岐阜分室

岐阜中 住友林業（株）　住宅・建築事業本部　岐阜支店

岐阜中 日本料理しまだ

岐阜中 一般社団法人岐阜市医師会訪問看護ステーション

岐阜中 たんぽぽ薬局 株式会社

岐阜中 みずほ証券株式会社　岐阜支店

岐阜中 十六コンピュータサービス株式会社

岐阜中 株式会社サンライズ

岐阜中 十六ビジネスサービス株式会社

岐阜中 医療法人社団　久誠会

岐阜中 有限会社うを吉

岐阜中 有限会社タッグサービス

岐阜中 かに将軍岐阜店

岐阜中 東芝テックソリューションサービス株式会社 岐阜サービスステーション

岐阜中 株式会社ホンダカーズ美濃　芥見岩田店

岐阜中 住友林業ホームテック(株)　岐阜支店

岐阜中 有限会社長良

岐阜中 特定非営利活動法人ギフ福祉ネットワーク東部

岐阜中 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　岐阜支店

岐阜中 ダイキンＨＶＡＣソリューション東海株式会社岐阜営業所

岐阜中 介護老人保健施設　グリーンビラ安江

岐阜中 中京縫糸株式会社

岐阜中 株式会社サンユニフォーム岐阜

岐阜中 株式会社日本政策金融公庫　岐阜支店　

岐阜中 日産部品東海販売株式会社　岐阜店

岐阜中 株式会社トーカイ

岐阜中 キヤノンシステムアンドサポート株式会社　岐阜営業所

岐阜中 大和冷機工業株式会社　岐阜営業所

岐阜中 アステラス製薬株式会社名古屋支店　岐阜南営業所

岐阜中 アステラス製薬株式会社　岐阜北営業所

岐阜中 株式会社トーコー　岐阜支店

岐阜中 株式会社三心　本部



岐阜中 三菱電機住環境システムズ株式会社 中部支社 東海統括支店 岐阜支店

岐阜中 東京海上日動あんしん生命保険株式会社　岐阜生保支社

岐阜中 杏林製薬株式会社　岐阜営業所

岐阜中 一般財団法人岐阜社会福祉事業協力会

岐阜中 DAISYOH株式会社

岐阜中 株式会社プラド

岐阜中 株式会社こがね　ダスキンこがね

岐阜中 岐阜市子ども・若者総合支援センター

岐阜中 株式会社山弘なまずや分店

岐阜中 株式会社ティ・アシスト

岐阜中 株式会社エイジス　岐阜サテライト

岐阜中 興和株式会社　

岐阜中 （株）レオパレス２１　レオパレスセンター岐阜店

岐阜中 株式会社相宮工務店

岐阜中 メットライフ生命保険株式会社　岐阜支社

岐阜中 岐阜市立岐阜商業高等学校野球部

岐阜中 (株)塩谷電業舎

岐阜中 株式会社ファルコバイオシステムズ　岐阜営業所

岐阜中 株式会社ホンダカーズ岐阜 ホンダユーセレクト岐阜東

岐阜中 株式会社プロトコーポレーション　岐阜営業所

岐阜中 株式会社　かんぽ生命保険　岐阜支店

岐阜中 株式会社　ゆうちょ銀行　岐阜店

岐阜中 日本郵便株式会社岐阜中央郵便局

岐阜中 キッセイ薬品工業株式会社　岐阜営業所

岐阜中 日本郵便株式会社　岐阜東郵便局

岐阜中 島津メディカルシステムズ株式会社　岐阜営業所

岐阜中 有限会社千手堂野々村葬祭

岐阜中 アフラック生命保険(株)岐阜支社

岐阜中 株式会社大山工業所

岐阜中 株式会社エムエストーカイ　岐阜営業所

岐阜中 島商事株式会社　

岐阜中 YKK株式会社　ジャパンカンパニー　中部営業所

岐阜中 岐阜トヨタ自動車株式会社　金園店

岐阜中 積水ハウス不動産中部（株）岐阜賃貸営業所

岐阜中 岐阜市民病院

岐阜中 株式会社ゆうちょ銀行　岐阜パートナーセンター

岐阜中 共栄火災海上保険（株）　岐阜支社

岐阜中 セキスイファミエス中部株式会社　岐阜支店

岐阜中 株式会社秋田屋食品

岐阜中 パーソルテンプスタッフ株式会社　岐阜オフィス

岐阜中 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　岐阜営業所

岐阜中 明治安田生命保険相互会社岐阜支社

岐阜中 十六信用保証株式会社

岐阜中 大東建託パートナーズ(株)岐阜東営業所

岐阜中 わかば農園株式会社

岐阜中 NTT西日本ビジネスフロント(株)東海支店　岐阜営業所

岐阜中 有限会社さくら庵

岐阜中 白光石油株式会社

岐阜中 株式会社カッセイシステム

岐阜中 名鉄観光サービス株式会社岐阜支店

岐阜中 株式会社ヨシダ　岐阜営業所

岐阜中 株式会社ＬＳＩメディエンス

岐阜中 株式会社フォーム　岐阜支店

岐阜中 日本郵便株式会社　岐阜検査室

岐阜中 株式会社丸杉

岐阜中 社会福祉法人髙佳会　

岐阜中 トーテックアメニティ株式会社

岐阜中 岐阜プラスチック工業株式会社

岐阜中 SOMPOひまわり生命保険株式会社  岐阜支社

岐阜中 東芝エレベータ株式会社  中部西支店　岐阜営業所

岐阜中 株式会社　原芳商会　岐阜営業所

岐阜中 シンシア岐阜

岐阜中 中部交通共済協同組合　岐阜事務所

岐阜中 株式会社　NTTフィールドテクノ　岐阜設備部



岐阜中 テルウェル西日本株式会社　東海支店　岐阜営業支店

岐阜中 大有建設株式会社　岐阜営業所

岐阜中 キリックスリース(株)　岐阜事業部

岐阜中 岐阜コニックス株式会社

岐阜中 （株）福祉の里　岐阜営業所

岐阜中 日本テクノ株式会社　岐阜営業所

岐阜中 訪問看護ステーション　やすらぎ

岐阜中 名鉄協商株式会社 岐阜支店

岐阜中 あいおいニッセイ同和損保(株)岐阜ＳＣ

岐阜中 株式会社名古屋銀行　岐阜支店

岐阜中 株式会社　大警

岐阜中 株式会社セノン

岐阜中 NTTビジネスソリューションズ（株）

岐阜中 中央ビルテクノ(株)

岐阜中 村瀬工業(株)

岐阜中 株式会社ホンダカーズ　岐阜西

岐阜中 岐阜ファーストフード(株)

岐阜中 (株)マルナカ

岐阜中 医療法人　社團ともいき会　介護老人保健施設　ケアコートみやこ

岐阜中 医療法人　社團ともいき会　ヘルパーステーションこまき

岐阜中 株式会社沢田軌道

岐阜中 株式会社大塚製薬工場　岐阜出張所

岐阜中 大塚製薬(株)　名古屋支店　岐阜出張所

岐阜中 岐阜信用金庫 本店営業部

岐阜中 株式会社ドコモＣＳ東海　岐阜支店

岐阜中 株式会社長森花木センター

岐阜中 富士通エフサス東海カスタマサービス株式会社　岐阜サービス課

岐阜中 株式会社バーンリペア　岐阜センター

岐阜中 株式会社USEN　岐阜支店

岐阜中 ブリストルマイヤーズスクイブ株式会社

岐阜中 岐阜市消防本部　整備工場

岐阜中 株式会社アイテム岐阜支店

岐阜中 株式会社ワールド

岐阜中 アサヒドラフトマーケティング(株)岐阜支店

岐阜中 株式会社きんでん岐阜営業所

岐阜中 セコム(株)　テクノ事業本部　岐阜支所

岐阜中 株式会社オーテック

岐阜中 株式会社メイホーエンジニアリング

岐阜中 三井住友海上あいおい生命保険(株)岐阜生保支社

岐阜中 アッヴィ合同会社 岐阜支店

岐阜中 (株)テレ・マーカー　岐阜営業所

岐阜中 近畿産業信用組合　岐阜支店

岐阜中 日本郵便株式会社　東海支社　岐阜中央郵便局駐在　岐阜業務インストラクター室

岐阜中 医療法人和光会　山田メディカルクリニック

岐阜中 ケアサポート岐阜２５

岐阜中 長田広告(株)　岐阜営業所

岐阜中 株式会社サンウエスパ

岐阜中 (株)東京商工リサーチ　岐阜支店

岐阜中 医療法人岐阜勤労者医療協会

岐阜中 日建工業(株)

岐阜中 西濃産業株式会社

岐阜中 有限会社フジタ

岐阜中 (株)常盤メディカルサービス岐阜営業所

岐阜中 株式会社マイナビ

岐阜中 訪問看護ステーション　デューン岐阜

岐阜中 三井不動産リアルティ(株)　岐阜センター

岐阜中 イワタニ東海株式会社　

岐阜中 (有）ヒロ電気工事

岐阜中 積和トータルサポート(株)　岐阜オフィス

岐阜中 損保ジャパンパートナーズ株式会社　岐阜支店

岐阜中 フロンティーク（株）ラクアディサービス岐阜

岐阜中 社会福祉法人岐阜市社会福祉協議会

岐阜中 ケアプランセンター白山

岐阜中 日建ヘルスメディカル（株）



岐阜中 積水ハウス不動産中部株式会社 岐阜営業所

岐阜中 一般社団法人　パブリックサービス　岐阜事業所

岐阜中 山田メディカルクリニック　リハビリセンター

岐阜中 ローレルバンクマシン株式会社　岐阜営業所

岐阜中 ＹＫＫＡＰ(株)　岐阜支店

岐阜中 ニプロ株式会社

岐阜中 中部電力ミライズ株式会社　岐阜営業本部

岐阜中 株式会社　アルファ・パートナー

岐阜中 日本生命保険相互会社　岐阜支社

岐阜中 富士フイルムヘルスケアシステムズ（株）岐阜営業所

岐阜中 株式会社　ALTHEA

岐阜中 京セラドキュメントソリューションズジャパン(株)

岐阜中 中京クライスラー株式会社　ジープ岐阜

岐阜中 日本空調サービス株式会社　岐阜支店

岐阜中 公益社団法人　岐阜市シルバー人材センター

岐阜中 株式会社　丸栄カーライフ

岐阜中 株式会社　愛知銀行岐阜支店

岐阜中 株式会社　TKC　岐阜SCGサービスセンター

岐阜中 中日技研株式会社

岐阜中 リコージャパン(株)　販売事業本部　岐阜支社

岐阜中 株式会社ローソン　岐阜東支店

岐阜中 株式会社　八神製作所　岐阜営業所

岐阜中 (株)アーネストワン　岐阜営業所

岐阜中 株式会社セイコー

岐阜中 コニカミノルタジャパン株式会社　ヘルスケアカンパニー　岐阜営業所

岐阜中 東海旅客鉄道株式会社　岐阜電気区

岐阜中 株式会社レオクラン東海

岐阜中 東武トップツアーズ株式会社　岐阜支店

岐阜中 中日本高速道路（株）名古屋支社　岐阜工事事務所

岐阜中 日本通運株式会社　岐阜支店

岐阜中 株式会社名鉄AUTO　岐阜店

岐阜中 中電エナジーサービス株式会社　岐阜支社

岐阜中 日生電機株式会社

岐阜中 ミサワホーム株式会社　岐阜尾張営業部

岐阜中 株式会社　廣瀬商会

岐阜中 株式会社朝日機器エンジニアリング　岐阜支店

岐阜中 一建設株式会社　岐阜店

岐阜中 ニチイケアセンター岐阜東

岐阜中 日通商事株式会社 岐阜営業センター

岐阜中 東海旅客鉄道株式会社　岐阜保線区

岐阜中 東海旅客鉄道株式会社　岐阜保線支区

岐阜中 科研製薬株式会社　三岐営業所

岐阜中 岐阜商工信用組合 本店営業部

岐阜中 (株)東京海上日動パートナーズ東海北陸　岐阜支店

岐阜中 医療法人和光会　大黒町デイサービスセンター

岐阜中 株式会社エフワン

岐阜中 棚橋鋼材株式会社

岐阜中 株式会社デミス

岐阜中 岐阜県電気工事業工業組合　岐阜電気安全サービス

岐阜中 パインテール株式会社

岐阜中 有限会社澤田重機

岐阜中 株式会社ニチイ学館　岐阜支店

岐阜中 古田電業株式会社

岐阜中 大成エンジニアリング(株)岐阜工事事務所

岐阜中 株式会社魚国総本社

岐阜中 株式会社尾崎工務店

岐阜中 名工建設株式会社　岐阜軌道事務所

岐阜中 高見通信工業株式会社岐阜営業所

岐阜中 中日本高速道路岐阜工事事務所管内（株）ハイウェイ・エンジニアリング

岐阜中 イスコジャパン株式会社岐阜営業所

岐阜中 名工建設株式会社　岐阜土木事務所

岐阜中 中日本高速道路岐阜工事事務所管内（株）近代設計

岐阜南 株式会社　二葉工業所

岐阜南 岐阜南警察署



岐阜南 有限会社板橋組

岐阜南 後藤木材株式会社

岐阜南 （株）岐阜セラツク製造所

岐阜南 名光電気工事株式会社

岐阜南 田澤電材株式会社

岐阜南 学校法人杉山学園　若葉第二幼稚園

岐阜南 国土交通省 岐阜国道事務所

岐阜南 常磐商事株式会社

岐阜南 東邦ガス株式会社　岐阜営業部　岐阜営業課

岐阜南 株式会社小林三之助商店

岐阜南 ヤマニ洋紙工業(株)

岐阜南 岐阜県総務部管財課

岐阜南 株式会社丸泰

岐阜南 株式会社ギフベア

岐阜南 株式会社産建

岐阜南 (株)ヤマニパッケージ

岐阜南 ＭＴＫ株式会社

岐阜南 日本リネンサプライ株式会社

岐阜南 吉田金属株式会社

岐阜南 株式会社村木モータース

岐阜南 笠原鋼鉄株式会社

岐阜南 五光山彦株式会社　岐阜支店

岐阜南 株式会社岐阜造園　

岐阜南 （株）山田商会　岐阜支店

岐阜南 リメイキング株式会社

岐阜南 株式会社松尾商店

岐阜南 株式会社共栄鉄筋

岐阜南 中央電子光学株式会社

岐阜南 山口鋼業株式会社

岐阜南 松永建設株式会社

岐阜南 中部工材株式会社

岐阜南 株式会社平田組

岐阜南 岐阜商事株式会社　

岐阜南 共栄土木建築株式会社

岐阜南 豊友工業株式会社

岐阜南 岐阜県議会事務局

岐阜南 日の丸石油株式会社

岐阜南 日の丸興業株式会社

岐阜南 塩谷建設株式会社

岐阜南 岐阜南税務署

岐阜南 みのや金属工業株式会社

岐阜南 富士変速機株式会社

岐阜南 株式会社 安部日鋼工業

岐阜南 永井建設株式会社

岐阜南 佐藤正（株）

岐阜南 武藤嘉商事株式会社

岐阜南 株式会社岩塚石油

岐阜南 りゅうでん株式会社

岐阜南 濃尾電機株式会社

岐阜南 株式会社タイガ

岐阜南 金神鋼業株式会社

岐阜南 株式会社小栗商店

岐阜南 株式会社山正

岐阜南 株式会社岡本

岐阜南 中央交易株式会社

岐阜南 (株)Gyt

岐阜南 東栄自動車工業株式会社

岐阜南 岐阜信用金庫　城東支店

岐阜南 雛屋林材株式会社

岐阜南 松村工業株式会社

岐阜南 岐糧産業株式会社

岐阜南 全国農業協同組合連合会岐阜県本部機械センター

岐阜南 新日本金属工業株式会社

岐阜南 パナソニックリビング中部株式会社　



岐阜南 株式会社 ロングラン

岐阜南 岐南興業株式会社

岐阜南 岐阜ヤクルト販売株式会社

岐阜南 株式会社田幸

岐阜南 トヨタカローラ岐阜株式会社

岐阜南 中島米穀株式会社

岐阜南 中部電力パワーグリッド株式会社  岐阜電力センター 

岐阜南 株式会社三島

岐阜南 田中商事(株)

岐阜南 株式会社小川鉄工所

岐阜南 丸玉工業株式会社

岐阜南 岐阜南消防署

岐阜南 岐阜県警察本部　刑事部　捜査第一課

岐阜南 岐阜県警察本部　警備部　機動隊

岐阜南 コスモ石油販売株式会社　東海カンパニー 岐阜支店

岐阜南 小林薬品工業(株)

岐阜南 株式会社岐東青果

岐阜南 岐阜ギヤー工業株式会社

岐阜南 岐阜県赤十字血液センター

岐阜南 鈴木工業株式会社

岐阜南 国六木材株式会社

岐阜南 (株)岐阜魚介

岐阜南 大日コンサルタント株式会社

岐阜南 西日本三菱自動車販売株式会社 岐阜南店　

岐阜南 山栄食品工業株式会社

岐阜南 岐阜県警察本部　警備部　警備第一課

岐阜南 資生堂ジャパン株式会社　中部支社　岐阜支店

岐阜南 丸中青果株式会社

岐阜南 トヨタＬ＆Ｆ中部(株)岐阜営業所

岐阜南 株式会社東海ケミカル商事

岐阜南 岐阜日野自動車株式会社　岐阜支店

岐阜南 株式会社澤田ゴム商会

岐阜南 株式会社杉江商店

岐阜南 田中社寺株式会社

岐阜南 イギン株式会社

岐阜南 株式会社北川

岐阜南 株式会社化成友

岐阜南 株式会社トーエネック　岐阜支店

岐阜南 日新印刷株式会社

岐阜南 丸石株式会社

岐阜南 岐阜聖徳学園高等学校

岐阜南 学校法人浄性寺学園　まどか幼稚園

岐阜南 若葉第三幼稚園

岐阜南 岐阜紙器株式会社

岐阜南 株式会社トーエネック　岐阜南営業所

岐阜南 UCCコーヒープロフェッショナル(株)　岐阜支店

岐阜南 株式会社 技研サービス

岐阜南 昭和建物管理株式会社　岐阜支社

岐阜南 長野電気工事株式会社

岐阜南 (株)大倉建築工業

岐阜南 全国農業協同組合連合会　岐阜県本部

岐阜南 株式会社キクテック　岐阜支店

岐阜南 株式会社　京屋

岐阜南 株式会社細畑屋

岐阜南 有限会社協栄建材

岐阜南 丸星商事株式会社

岐阜南 学校法人浅野学園　いづみ中央幼稚園

岐阜南 株式会社村瀬商店

岐阜南 株式会社丸井井深商店

岐阜南 有限会社　サカツコーポレーション

岐阜南 株式会社岐阜今清

岐阜南 カネ井青果株式会社

岐阜南 (株)横山組

岐阜南 株式会社丸康



岐阜南 ホシザキ東海株式会社　岐阜営業所

岐阜南 株式会社松波共和電機商会

岐阜南 株式会社大原自動車工業

岐阜南 株式会社ホンダカーズ岐阜　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ岐阜 宇佐店

岐阜南 コーセー化粧品販売株式会社　岐阜支店

岐阜南 株式会社興栄コンサルタント

岐阜南 株式会社ダスキン華陽

岐阜南 株式会社岐東庭園

岐阜南 アピ株式会社

岐阜南 岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策課

岐阜南 アプロ通信株式会社

岐阜南 (有)丸川荘

岐阜南 株式会社岐阜スイミングスクール

岐阜南 石榑自動車興業株式会社

岐阜南 株式会社出倉商店

岐阜南 サンメッセ株式会社　岐阜支店

岐阜南 ユニオンテック株式会社

岐阜南 大同コンサルタンツ株式会社

岐阜南 株式会社吉村商店

岐阜南 株式会社山木商行

岐阜南 金子工業株式会社　岐阜支店

岐阜南 カスガイ株式会社

岐阜南 全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部

岐阜南 岐阜県農業共済組合　本所

岐阜南 大東株式会社

岐阜南 ネッツトヨタ岐阜 株式会社 北鶉店

岐阜南 (有)うおよし

岐阜南 株式会社東海近畿クボタ　岐阜営業所

岐阜南 東光金属株式会社

岐阜南 岐阜県信用農業協同組合連合会

岐阜南 株式会社ナベヤ

岐阜南 (社福)常和会なかよし岐阜南保育園

岐阜南 岐阜県警察本部生活安全部　生活環境課

岐阜南 株式会社マキタ　岐阜営業所

岐阜南 瀬口電設株式会社

岐阜南 株式会社常川グリーン

岐阜南 岐阜県土地改良事業団体連合会

岐阜南 板橋建設株式会社

岐阜南 （株）横井塗料店　茜部営業所

岐阜南 羽柴鋼業株式会社

岐阜南 中央水産株式会社

岐阜南 岐阜中央青果株式会社

岐阜南 岐阜丸魚株式会社

岐阜南 倉時青果株式会社

岐阜南 髙木青果(株)

岐阜南 島寅青果株式会社

岐阜南 株式会社天ノ坊青果

岐阜南 伊勢久株式会社　岐阜営業所

岐阜南 ひしの寿司

岐阜南 産業リネン株式会社

岐阜南 東海農政局　岐阜県拠点

岐阜南 料理仕出し魚一

岐阜南 岐阜日産自動車(株)　オートシェルジュ県庁前

岐阜南 安藤印刷株式会社

岐阜南 岐阜県警察本部　刑事部捜査第二課

岐阜南 交通企画株式会社　中部支店

岐阜南 株式会社　マルエイ　岐阜支店

岐阜南 東邦薬品株式会社　岐阜営業所

岐阜南 株式会社エースベーキング　岐阜営業所

岐阜南 株式会社マルエイソリューション 手力モータース事業部

岐阜南 株式会社青木組

岐阜南 株式会社アシオ建築工業

岐阜南 株式会社江畑建材

岐阜南 株式会社丸利組



岐阜南 巽開発株式会社

岐阜南 有限会社切浅　うを松

岐阜南 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社

岐阜南 一般社団法人ぎふ綜合健診センター

岐阜南 日本リーテック(株)　岐阜営業所　

岐阜南 岐阜ダイハツ販売株式会社

岐阜南 岐阜県信用保証協会

岐阜南 パナソニック株式会社　岐阜電材営業所

岐阜南 株式会社粥川商店

岐阜南 株式会社 ウスイ

岐阜南 河上薬品商事株式会社　岐阜営業所

岐阜南 株式会社ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜南 キーコーヒー株式会社　岐阜営業所

岐阜南 稲葉ピーナツ株式会社

岐阜南 日本赤十字社岐阜県支部

岐阜南 株式会社ゼンリン　岐阜営業所

岐阜南 株式会社中日岐阜サービスセンター

岐阜南 中日本産業株式会社

岐阜南 岐阜日石(株)　オートランド岐阜南

岐阜南 社会福祉法人　岐阜県社会福祉協議会

岐阜南 岐阜機械商事(株)

岐阜南 株式会社　丸杉　土木部

岐阜南 株式会社ホンダカーズ岐阜　Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ岐阜　茜部店

岐阜南 三和電材(株)　岐阜営業所

岐阜南 株式会社太田廣

岐阜南 大東建託（株）　岐阜支店

岐阜南 東海マツダ販売（株）市橋店

岐阜南 岐阜信用金庫　加納支店

岐阜南 こくみん共済coop岐阜推進本部

岐阜南 有限会社林石材店

岐阜南 株式会社アペックス　岐阜営業所

岐阜南 中央エンジニアリング株式会社

岐阜南 清川（株）　岐阜支店

岐阜南 岐阜スズキ販売株式会社　南営業所

岐阜南 日野吉工業株式会社

岐阜南 株式会社セキュリティー

岐阜南 日本ガード株式会社　

岐阜南 トヨタモビリティパーツ(株)岐阜支社 岐阜営業グループ

岐阜南 株式会社電算システム

岐阜南 吉岡株式会社　岐阜支店

岐阜南 (株)スズケン　岐阜支店

岐阜南 株式会社コロナ　岐阜営業所

岐阜南 ＴＯＴＯ(株)　岐阜営業所

岐阜南 株式会社　三景

岐阜南 東建コーポレーション(株)　岐阜支店

岐阜南 (株)ドライビングサービス

岐阜南 （株）山田商会　岐阜導管事業所

岐阜南 日本食研株式会社　岐阜支店

岐阜南 大心産業株式会社

岐阜南 中電配電サポート株式会社　岐阜営業所

岐阜南 株式会社タップスビトウ

岐阜南 株式会社　第一興商　岐阜支店

岐阜南 大日石油株式会社　三里給油所

岐阜南 株式会社ホンクメ

岐阜南 岐阜南消防署 西分署

岐阜南 丸福寿司

岐阜南 立川ブラインド工業株式会社　岐阜営業所

岐阜南 シャープマーケティングジャパン株式会社

岐阜南 株式会社　アスピカ

岐阜南 株式会社津島建材

岐阜南 東海ビジネスマシン株式会社

岐阜南 税理士法人ＮＥＸＴ

岐阜南 株式会社　東光電工社

岐阜南 岐阜県警察本部　生活安全部　生活安全総務課



岐阜南 株式会社ギフライス

岐阜南 加納自動車工業有限会社

岐阜南 (株)農協観光　岐阜支店

岐阜南 株式会社　アルミック

岐阜南 積水ハウス株式会社　岐阜カスタマーズセンター

岐阜南 株式会社名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜南 株式会社　シーティーオー

岐阜南 岐阜県警察本部警備第二課

岐阜南 東洋羽毛東海販売(株)　岐阜営業所

岐阜南 （株）ショクブン岐阜支社

岐阜南 株式会社中電オートリース岐阜支店

岐阜南 岐阜県中古自動車販売商工組合

岐阜南 株式会社丸髙果實

岐阜南 岐阜県警察本部　交通部　交通指導課

岐阜南 花王グループカスタマーマーケティング（株）

岐阜南 株式会社三和サービス

岐阜南 岐阜県民共済生活協同組合

岐阜南 大和ハウス工業株式会社　岐阜支社

岐阜南 株式会社マブチ

岐阜南 リンナイ株式会社　岐阜営業所

岐阜南 岡田産業株式会社

岐阜南 株式会社ジャパンビバレッジ

岐阜南 岐阜ダイハツ販売株式会社　茜部店

岐阜南 株式会社　建匠ふるざわ

岐阜南 サンエス株式会社

岐阜南 Ａ・Ｃグランド

岐阜南 株式会社濃尾エンジニアリング

岐阜南 岐阜県危機管理部　防災課

岐阜南 東邦ガス・カスタマーサービス(株)岐阜事業所

岐阜南 ササキ株式会社　岐阜支店

岐阜南 株式会社タナカ通信電機工業

岐阜南 大陽日酸エネルギー株式会社  中部支社　岐阜支店

岐阜南 ハートランス株式会社　

岐阜南 Meiji　Seika　ファルマ(株)医薬中部支店　岐阜営業所

岐阜南 クリナップ(株)　岐阜営業所

岐阜南 株式会社クニシマ

岐阜南 共友リース株式会社　岐阜支店

岐阜南 岐阜県警察本部生活安全部少年課

岐阜南 三愛物産株式会社　岐阜支店

岐阜南 学校法人加納学園　こばと第３幼稚園

岐阜南 池田高等学校硬式野球部　福島秀一

岐阜南 (株)ダスキン岐阜　ダスキン岐阜県庁前支店

岐阜南 株式会社ギデンテック

岐阜南 イセット株式会社　岐阜支社

岐阜南 一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター

岐阜南 内藤建設株式会社

岐阜南 創価学会　岐阜文化会館

岐阜南 株式会社AVANTIA 岐阜支店

岐阜南 山ト岐阜淡水魚(株)

岐阜南 ＮＥＣフィールディング株式会社　中部支社岐阜支店

岐阜南 中部日化サービス株式会社　岐阜営業所

岐阜南 早川精機工業株式会社

岐阜南 日本蜂蜜株式会社

岐阜南 パナソニックホームズ（株）中部第二支社岐阜支店

岐阜南 シーシーエヌ株式会社

岐阜南 アマノ株式会社　岐阜支店

岐阜南 ヤンマー建機(株)　岐阜営業所

岐阜南 花王フィールドマーケティング(株)　岐阜エリア

岐阜南 OKIクロステック株式会社　岐阜サービスセンター

岐阜南 積水ハウス株式会社　岐阜支店

岐阜南 ニチイケアセンター宇佐

岐阜南 株式会社岐阜吉川組

岐阜南 北川自動車株式会社

岐阜南 岐阜県警察本部  刑事部鑑識課



岐阜南 岐阜県農業共済組合　岐阜支所　

岐阜南 キャノンメディカルシステムズ株式会社

岐阜南 サンワ警備保障株式会社

岐阜南 中部管区警察局　岐阜県情報通信部

岐阜南 (株)ジムブレーン

岐阜南 大東建託パートナーズ株式会社　岐阜営業所

岐阜南 道家工業(株)

岐阜南 あいおいニッセイ同和損害保険(株)岐阜自動車営業部

岐阜南 株式会社伊藤園　　岐阜支店

岐阜南 株式会社三光堂

岐阜南 岐阜精機工業株式会社

岐阜南 大鵬薬品工業(株)　名古屋支店　岐阜出張所

岐阜南 三井ホーム株式会社中部西支店　岐阜営業所

岐阜南 岐阜県警察本部総務室広報県民課

岐阜南 中衛工業(株)岐阜支店　業務２課

岐阜南 ダイキン工業(株)　岐阜サービスステーション

岐阜南 株式会社メディセオ　岐阜営業部

岐阜南 有限会社カサイ技建

岐阜南 いすゞ自動車中部株式会社　岐阜サービスセンター

岐阜南 オザワ科学（株）　岐阜営業所

岐阜南 株式会社サンゲツ　岐阜営業所

岐阜南 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

岐阜南 株式会社ヤクルト東海　岐阜事業所

岐阜南 コニカミノルタジャパン株式会社  岐阜営業所

岐阜南 タカラスタンダード株式会社　岐阜支店

岐阜南 東邦ガス（株）広域導管部 北部地域センター

岐阜南 岐阜県警察本部　総務室装備施設課

岐阜南 大和リース(株)　岐阜営業所

岐阜南 帝人ヘルスケア株式会社　岐阜営業所

岐阜南 帝人ヘルスケア（株）名古屋支店 岐阜営業所

岐阜南 有限会社日比清工業

岐阜南 有限会社ファースト　

岐阜南 菱和エアコン株式会社岐阜支店

岐阜南 ナブコドア株式会社　岐阜営業所

岐阜南 （一財）岐阜県環境管理技術センター

岐阜南 セコム株式会社　岐阜南支社

岐阜南 株式会社ＰＳビバレッジ岐阜支店

岐阜南 岐阜県警察本部警務部留置管理課

岐阜南 株式会社あいわ介護サービス

岐阜南 (株)日本住宅保証検査機構　岐阜営業所

岐阜南 東洋商事有限会社　資材倉庫

岐阜南 (株)ホンダカーズ岐阜　HondaCars岐阜U-Select岐阜県庁前店

岐阜南 三菱農機販売株式会社　岐阜支店

岐阜南 エスケー化研株式会社　岐阜営業所

岐阜南 株式会社安部日鋼工業　中部支店

岐阜南 日本光電工業株式会社　中部支店　医療圏営業部　岐阜営業所

岐阜南 株式会社弘文社

岐阜南 中北薬品(株)　岐阜営業部　岐阜支店

岐阜南 株式会社北陸電機商会　岐阜支店

岐阜南 岐阜県森林組合連合会

岐阜南 アース・クリエイト有限会社

岐阜南 アルト介護センター　加納

岐阜南 大和リビング(株)　東海支店　岐阜営業所

岐阜南 株式会社ワークリレーション

岐阜南 株式会社藤澤酒店

岐阜南 岐阜県警察本部刑事部刑事総務課

岐阜南 株式会社　オンテック

岐阜南 株式会社鵜舞屋

岐阜南 巖本金属株式会社　岐阜工場

岐阜南 株式会社ＮＴＴﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ 岐阜設備部

岐阜南 株式会社ビル管理システム

岐阜南 フクダ電子三岐販売株式会社

岐阜南 豊進鉄筋株式会社

岐阜南 岐阜信用金庫　六条支店



岐阜南 東邦液化ガス(株)　岐阜支店

岐阜南 一般社団法人　日本自動車連盟　岐阜支部

岐阜南 株式会社マルゼン　岐阜営業所

岐阜南 東邦ガスセイフティライフ(株)　岐阜チーム

岐阜南 グローリー株式会社　岐阜営業所

岐阜南 株式会社アイエー　スーパーオートバックス岐阜店

岐阜南 全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部　岐阜自動車損害調査サービスセンター

岐阜南 グリーンリメイク株式会社　

岐阜南 株式会社岐阜折込センター

岐阜南 株式会社フィリップス・ジャパン

岐阜南 三和シヤッター工業株式会社　岐阜統括営業所

岐阜南 岐阜県警察本部刑事部捜査第三課

岐阜南 株式会社木曽路　岐阜店

岐阜南 梅の花　岐阜店

岐阜南 中央工機株式会社　岐阜営業所

岐阜南 ミドリ安全岐阜株式会社

岐阜南 岐阜ケアセンターそよ風

岐阜南 株式会社岐阜レカム

岐阜南 中衛工業（株）　岐阜支店

岐阜南 岐阜クリーン株式会社

岐阜南 積村ビル管理（株）　岐阜（営）

岐阜南 株式会社大光　岐阜支店

岐阜南 松南株式会社

岐阜南 中日本ジューキ株式会社　岐阜営業所

岐阜南 (株)東海細胞研究所

岐阜南 有限会社クリーン東海

岐阜南 小山ランドリーサポート株式会社

岐阜南 名岐溶材株式会社

岐阜南 （株）アスコ　岐阜営業所

岐阜南 (株)井桁藤　岐阜営業所

岐阜南 岐阜トヨペット株式会社　県庁前店

岐阜南 株式会社いえ・ＶＩＳＩＯＮ デザインステーション

岐阜南 マルギ繊維株式会社

岐阜南 岐阜スバル自動車株式会社　県庁前店

岐阜南 岐阜市上下水道事業部

岐阜南 日本郵便株式会社岐阜中央郵便局　下川手分室

岐阜南 株式会社パロマ　岐阜営業所

岐阜南 株式会社ミニミニ岐阜

岐阜南 株式会社十六銀行　加納支店

岐阜南 株式会社ＬＩＸＩＬ　中部支社岐阜支店

岐阜南 シャープサポートアンドサービス（株）岐阜フィールドブランチ

岐阜南 (有)ウインドソックス ダスキンレントオール岐阜ステーション

岐阜南 三承工業株式会社

岐阜南 ビーム計画設計(株)

岐阜南 株式会社　タツノ　岐阜営業所

岐阜南 東芝電材マーケティング（株）岐阜営業所

岐阜南 岐阜アイホー調理機株式会社

岐阜南 株式会社テクノ・サービス　岐阜営業所

岐阜南 リック株式会社　岐阜営業所

岐阜南 (株)日本ハウスホールディングス岐阜営業所

岐阜南 (株)ジャパンクリニカルサービス　岐阜業務センター

岐阜南 （株）大丸松坂屋百貨店

岐阜南 堀造園株式会社

岐阜南 株式会社ヒマラヤ　本社

岐阜南 (株)丸平工業

岐阜南 株式会社エサキホーム　岐阜支店

岐阜南 株式会社ワセ田ガス　岐阜工事部

岐阜南 岐阜農林事務所

岐阜南 岐阜県税事務所

岐阜南 文化シヤッター（株）　岐阜営業所

岐阜南 岐阜土木事務所

岐阜南 岐阜県警察本部　地域部　地域課

岐阜南 岐阜聖徳学園大学　岐阜キャンパス

岐阜南 名鉄自動車整備株式会社　鶉工場



岐阜南 （株）扇港電機　岐阜営業所

岐阜南 ロジスネクストユニキャリア株式会社

岐阜南 株式会社　カーク　岐阜営業所

岐阜南 株式会社ＬＩＸＩＬトータルサービス　

岐阜南 共立警備　株式会社

岐阜南 トヨタホーム岐阜株式会社

岐阜南 株式会社　西武管商

岐阜南 (株)テイスター　岐阜支店

岐阜南 社会福祉法人さん・さん福祉会　さん・さん岐阜　

岐阜南 JA共済損害調査株式会社　東海支社　岐阜支店

岐阜南 岐阜県警察本部刑事部国際捜査課

岐阜南 あいおいニッセイ同和損害調査(株)岐阜自動車調査センター

岐阜南 有限会社　澤井コンクリート商事

岐阜南 株式会社ヤマダレオハウス　岐阜店

岐阜南 （株）エディオン　岐阜サービスセンター

岐阜南 サン・フジ警備(株)

岐阜南 株式会社　鷲見製材

岐阜南 正和商事株式会社　岐阜営業所

岐阜南 (有)大洞ポンプ設備工業　茜部営業所

岐阜南 株式会社シビル・デザイン・ツーワン

岐阜南 住友不動産株式会社　岐阜事業所

岐阜南 全国農業協同組合連合会　岐阜県本部　生活センター

岐阜南 三菱電機システムサービス(株)岐阜サービスステーション

岐阜南 住友不動産（株）　岐阜モデルハウス

岐阜南 (株)笑顔グループ

岐阜南 (株)グラン・ソラリス

岐阜南 岐阜塗装株式会社

岐阜南 株式会社トーエネックサービス　岐阜南営業所

岐阜南 ミサワリフォーム中部（株）　岐阜営業課

岐阜南 大日本土木株式会社　岐阜本店

岐阜南 株式会社　ナイスワーク

岐阜南 イオンディライト株式会社　岐阜支店　岐阜営業センター

岐阜南 資生堂ジャパン(株)コスメティクスブランド事業本部中部事業部

岐阜南 厚見建設工業株式会社

岐阜南 （株）アズ・ライフケア　あずみ苑岐阜

岐阜南 住宅情報館　株式会社　岐阜店

岐阜南 大和ハウスリフォーム（株）中部支店　岐阜営業所

岐阜南 株式会社　美濃庄

岐阜南 株式会社ハウステック岐阜営業所

岐阜南 デイサービス笑顔いちばん岐阜店

岐阜南 株式会社中部ニューテック

岐阜南 ツクイ岐阜茜部

岐阜南 株式会社サングリーン　岐阜支店

岐阜南 日本道路株式会社　岐阜出張所

岐阜南 （株）TOKAIホームガス　岐阜営業所

岐阜南 ガーデンネットワーク株式会社

岐阜南 (株)ファミリーマート東海第３ディストリクト　大垣営業所

岐阜南 （株）ファミリーマート東海第３ディストリクト　岐阜北営業所　

岐阜南 社会福祉法人岐阜市社会福祉協議会　南部センター

岐阜南 株式会社　クラシアン　岐阜支社

岐阜南 ＭＳ中部（株）岐阜支店

岐阜南 タニコー（株）岐阜営業所

岐阜南 ネクステージ岐阜２１号バイパス店

岐阜南 岐阜日石(株)　オートランド岐阜　鈑金塗装

岐阜南 株式会社　岐阜冠婚葬祭互助会

岐阜南 岐阜米穀卸株式会社

岐阜南 株式会社　中央設計技術研究所

岐阜南 ＮＤＳ株式会社　岐阜支店　岐阜アクセス保守センタ

岐阜南 東邦ガス(株)導管ネットワークカンパニー 地域計画部広域計画センター岐阜計画課

岐阜南 振興金属商事株式会社

岐阜南 （株）ＴＯＫＡＩ　岐阜営業所

岐阜南 (株)橋本組

岐阜南 岐阜県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課

岐阜南 株式会社グローリーテクノ２４　岐阜出張所



岐阜南 名鉄観光バス株式会社　岐阜支店

岐阜南 アサヒハンズ株式会社

岐阜南 東邦ガステクノ株式会社　岐阜事業所

岐阜南 有限会社　長野建設

岐阜南 アース環境サービス株式会社　岐阜営業所

岐阜南 株式会社朝日土質設計コンサルタント

岐阜南 株式会社ワイエス・コーポレーション

岐阜南 (株)アサンテ　岐阜支店

岐阜南 県立岐南工業高校野球部

岐阜南 全国農業協同組合連合会岐阜県本部　燃料部　

岐阜南 株式会社三建工業

岐阜南 (株)テクノ菱和　岐阜営業所

岐阜南 東邦ガス(株)都市エネルギー営業部 第四グループ 岐阜都市エネルギー課

岐阜南 東邦ガス(株)法人営業部

岐阜南 学校法人浄性寺学園 まどか南幼稚園

岐阜南 株式会社ケイエスケイ スカイホーム事業部

岐阜南 株式会社サンロード東海　岐阜本店

岐阜南 大東建託リーシング(株)岐阜店

岐阜南 ハヤックス株式会社

岐阜南 積水ハウスリフォーム(株)　岐阜営業所

岐阜南 株式会社米津西部 岐阜支店

岐阜南 和田精密歯研(株)岐阜営業所

岐阜南 株式会社アサンテ　岐阜営業所

岐阜南 医療法人和光会　あっとほーむ城東デイサービスセンター

岐阜南 大冷工業株式会社　岐阜支店

岐阜南 株式会社ファーレン富山　フォルクスワーゲン岐阜六条

岐阜南 タマホーム（株）土地買取センター岐阜店

岐阜南 社会福祉法人　清穂会　ひきえ事業所

岐阜南 ホンダドリーム岐阜

岐阜南 渡辺パイプ(株)　岐阜サービスセンター

岐阜南 株式会社シバタ　岐阜営業所

岐阜南 岐阜トヨペット株式会社　リフェスタ岐阜

岐阜南 株式会社名神

岐阜南 株式会社アトリエセカイ

岐阜南 株式会社愛安住　岐阜営業所

岐阜南 東邦ガスセイフティライフ（株）エコライフプラス岐阜店

岐阜南 大垣西濃信用金庫 岐阜支店

岐阜南 中電興業(株)

岐阜南 (株)ヨシケイ岐阜 岐阜六条営業所

岐阜南 フクダライフテック中部(株)岐阜営業所

岐阜南 インラック(株)岐阜支社

岐阜南 文化シャッターサービス（株）

岐阜南 岐阜商工信用組合 加納支店

岐阜南 大和ハウス賃貸リフォーム(株)

岐阜南 岐阜舗道株式会社岐阜営業所

岐阜南 積和クリーン株式会社岐阜センター

岐阜南 日成ビルド工業株式会社 岐阜営業所

岐阜南 日本ガード特警（株）

岐阜南 ミサワホーム（株）岐阜オフィス

岐阜南 株式会社森住建

岐阜南 株式会社ユニマットライフ

岐阜南 株式会社廣和

岐阜南 イオ信用組合

岐阜南 株式会社東海テクノス

岐阜南 株式会社富士清空工業所

岐阜南 ソフィア訪問看護ステーション岐阜

岐阜南 株式会社秋田屋本店

岐阜南 中部食糧（株）岐阜営業所

岐阜南 （株）ヤマダデンキ岐阜本店

岐阜南 ネッツトヨタ岐阜株式会社 本社

岐阜南 マルコウ

岐阜南 インターナショナルガード（株）岐阜支社

岐阜南 合同会社モランディーナ

岐阜北 新日本ガス株式会社



岐阜北 株式会社松波テクノ

岐阜北 三田洞自動車学校

岐阜北 株式会社國井組

岐阜北 有限会社 土田建材

岐阜北 岐阜北建設株式会社

岐阜北 岐阜市環境部環境一課木田環境事務所

岐阜北 株式会社桔梗屋

岐阜北 朝日設備工業株式会社

岐阜北 ＫＧイメージング株式会社

岐阜北 (株)カナイ

岐阜北 株式会社米金商店（資材部）

岐阜北 （株）雁部建設

岐阜北 山尾興業株式会社

岐阜北 株式会社野々村美容商事社

岐阜北 岐阜県岐阜北警察署

岐阜北 株式会社米金商店（生コン部）

岐阜北 国産薬品工業(株)

岐阜北 株式会社　岐阜グランドホテル

岐阜北 大東化工株式会社

岐阜北 岐阜ダイハツ販売(株)　長良店

岐阜北 瓶寅建材株式会社

岐阜北 岐阜北消防署

岐阜北 (株)児島製機

岐阜北 岐阜市経済部畜産課

岐阜北 岐阜NDS(株)岐阜北営業所

岐阜北 協和電設株式会社

岐阜北 小牧木材株式会社

岐阜北 株式会社テレコムリンク岐阜支店

岐阜北 日本いぶし瓦株式会社

岐阜北 神山商事株式会社

岐阜北 日本郵便株式会社　岐阜北郵便局

岐阜北 岐阜信号施設株式会社

岐阜北 株式会社久田電気工事

岐阜北 日本郵便株式会社　岐阜西郵便局

岐阜北 伸光製菓株式会社

岐阜北 株式会社大洞工務店

岐阜北 丸伸興業株式会社

岐阜北 (株)木の国

岐阜北 株式会社土本建設

岐阜北 三工印刷株式会社

岐阜北 岐阜信用金庫 近島支店

岐阜北 岐阜刑務所

岐阜北 学校法人高井学園　諏訪幼稚園

岐阜北 株式会社長良川観光ホテル石金

岐阜北 学校法人今小路学園　くるみ幼稚園

岐阜北 岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター

岐阜北 学校法人平島学園　こじか幼稚園

岐阜北 中部学院大学・中部学院大学短期大学部附属幼稚園

岐阜北 学校法人泉学園いづみ第２幼稚園

岐阜北 桜保育園

岐阜北 学校法人渡辺学園　ながら幼稚園

岐阜北 鵜匠の家　すぎ山

岐阜北 サニーサイドインターナショナルスクール

岐阜北 岐阜市立恵光学園

岐阜北 黒野こども園

岐阜北 株式会社杉山興業

岐阜北 株式会社 丸英杉山組

岐阜北 早川屋

岐阜北 株式会社ユニオン

岐阜北 河春電気株式会社

岐阜北 御料理　多加井

岐阜北 美濃瓦協業組合

岐阜北 カトレヤこども園

岐阜北 共和印刷株式会社



岐阜北 株式会社内田商会

岐阜北 青木建設株式会社

岐阜北 株式会社ナイステム

岐阜北 学校法人むつみ学園　むつみ幼稚園

岐阜北 高橋電気工業株式会社

岐阜北 岐阜県農業技術センター

岐阜北 村山林業株式会社

岐阜北 株式会社高橋建材

岐阜北 ＳＫＫ株式会社

岐阜北 カワボウ株式会社

岐阜北 ＮＤＳ株式会社　岐阜支店

岐阜北 中島清掃株式会社

岐阜北 ぎふ農業協同組合　合渡支店

岐阜北 有限会社清水組

岐阜北 中部浄化工業株式会社

岐阜北 岐西産業株式会社

岐阜北 学校法人城北学園　かぐや第二幼稚園

岐阜北 岡川縫製株式会社

岐阜北 岐阜県立長良特別支援学校

岐阜北 岐阜製版株式会社

岐阜北 国六美粧株式会社

岐阜北 株式会社常磐工務店

岐阜北 学校法人春日学園　はなぞの幼稚園

岐阜北 株式会社松原組

岐阜北 (有)ホクブ建工

岐阜北 久世工業株式会社

岐阜北 医療法人社団誠広会　平野総合病院

岐阜北 山本機械株式会社

岐阜北 竜美電気株式会社

岐阜北 株式会社カワイ工業

岐阜北 東海国立大学機構岐阜大学

岐阜北 タカイ商事株式会社

岐阜北 一松電気工事株式会社

岐阜北 ＮＸエネルギー中部株式会社

岐阜北 ドルフィン株式会社

岐阜北 杉浦紙工株式会社

岐阜北 株式会社慶進社

岐阜北 箕浦商事株式会社

岐阜北 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学

岐阜北 和光通信(株)

岐阜北 芥見第二幼稚園

岐阜北 株式会社　岐阜多田精機

岐阜北 ヨツハシ株式会社

岐阜北 株式会社大野組

岐阜北 寿し・うなぎ・仕出し　喜多寿し

岐阜北 学校法人篠田学園　かぐや第三幼稚園

岐阜北 株式会社ダスキン長良

岐阜北 桑原紙器株式会社

岐阜北 宗教法人天理教長良川分教会

岐阜北 生活協同組合コープぎふ　岐阜西支所

岐阜北 有限会社輝スイミングアカデミー　サンながら

岐阜北 株式会社御料理の北村　

岐阜北 酒井電気工事株式会社

岐阜北 株式会社村山組

岐阜北 お食事処　又亀

岐阜北 有限会社久世食品

岐阜北 岐北化学株式会社

岐阜北 学校法人加藤学園　ひかり幼稚園

岐阜北 永吉建設株式会社

岐阜北 岐阜ＮＤＳ株式会社

岐阜北 株式会社コウアン

岐阜北 有限会社青山

岐阜北 株式会社千成商会

岐阜北 株式会社ホンダカーズ岐阜　ＨoｎｄａＣａｒｓ岐阜　正木店



岐阜北 岐阜種苗株式会社

岐阜北 株式会社　総合メンテ

岐阜北 トバナ産業(株)　岐阜支店

岐阜北 株式会社土屋建材

岐阜北 髙橋重建株式会社

岐阜北 牧野機工株式会社

岐阜北 ホンダカーズ 岐阜中央　長良北店

岐阜北 株式会社コームラ

岐阜北 株式会社　ミニジューク岐阜

岐阜北 岐阜県警察本部交通部運転免許課

岐阜北 株式会社丸徳鉄工　則松工場

岐阜北 松田リサイクル株式会社　

岐阜北 深尾食品株式会社（馬喰一代）

岐阜北 協同組合岐阜給食センター

岐阜北 株式会社シンワ

岐阜北 社会福祉法人井ノ口会　瑞光苑

岐阜北 岐阜県立寿楽苑

岐阜北 岐阜北トーヨー住器株式会社

岐阜北 毛利塗料株式会社

岐阜北 岐阜市立岐阜特別支援学校

岐阜北 料理仕出し魚清

岐阜北 （株）近鉄・都ホテルズ　都ホテル岐阜長良川

岐阜北 老人保健施設寺田ガーデン

岐阜北 社会福祉法人豊寿会  

岐阜北 株式会社和光電気工事

岐阜北 株式会社コマキ工業

岐阜北 株式会社ダイワテクノ

岐阜北 株式会社安全

岐阜北 太陽建機レンタル株式会社　岐阜北支店

岐阜北 吉田建工株式会社

岐阜北 有限会社 互倖建設　

岐阜北 社会福祉法人いぶき福祉会　いぶき

岐阜北 岐阜日産自動車(株)　長良店

岐阜北 矢島住研株式会社

岐阜北 (株)大東工務店

岐阜北 岐阜赤十字病院

岐阜北 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ株式会社　岐阜支店

岐阜北 (株)マルエイ　長良営業所

岐阜北 岐阜地中線有限会社

岐阜北 社会福祉法人いぶき福祉会　第二いぶき

岐阜北 株式会社ダイヤモンド警備

岐阜北 ＮＴＴビジネスソリューションズ(株)　東海支店

岐阜北 社会福祉法人  井ノ口会　さくら苑

岐阜北 株式会社　十六銀行　長良支店

岐阜北 株式会社新生

岐阜北 アルファ電工株式会社

岐阜北 医療法人社団杏正会　大前医院

岐阜北 株式会社ヴァンブラン

岐阜北 株式会社桐山

岐阜北 岐阜拘置支所

岐阜北 ワイド警備保障株式会社

岐阜北 (有)ヤマシゲ

岐阜北 岐阜トヨペット株式会社　島店

岐阜北 岐阜トヨペット(株)　長良店

岐阜北 ホンダカーズ岐阜中央 河渡店

岐阜北 株式会社佼和

岐阜北 社会福祉法人和光会　アミティ寺田

岐阜北 株式会社笠井土建

岐阜北 小林電機株式会社

岐阜北 若鮎長良フットボールクラブ

岐阜北 山本建設株式会社

岐阜北 天理教岐美大教会

岐阜北 テクノ株式会社

岐阜北 株式会社ケア



岐阜北 登龍保安警備株式会社

岐阜北 株式会社K’s　ｔown  ケアセンター花の路。

岐阜北 有限会社カンキョーテクノ

岐阜北 （有）みやび

岐阜北 ハビックス株式会社

岐阜北 (株)サンウエスパ長良事業所

岐阜北 ヨシケイ岐阜　岐阜営業所

岐阜北 医療法人　清光会　岐阜清流病院

岐阜北 医療法人社団共和会

岐阜北 （株）ホンダカーズ岐阜　Ｈoｎｄａ Ｃａｒｓ岐阜　長良店

岐阜北 岐阜県立長良高等学校野球部父母会

岐阜北 福富自動車教習所

岐阜北 社福）　岐阜県福祉事業団　清流園

岐阜北 カワボウ繊維株式会社

岐阜北 株式会社アルト　アルト介護センター正木

岐阜北 (株)アルト　アルト介護センター七郷

岐阜北 栃井建設工業株式会社

岐阜北 岐阜県立岐阜商業高等学校

岐阜北 長良自動車教習所

岐阜北 株式会社イズミ通信

岐阜北 岐阜県立岐阜本巣特別支援学校

岐阜北 岐阜希望が丘特別支援学校

岐阜北 メディカル・ヒーロン有限会社

岐阜北 岐阜信用金庫 福光支店

岐阜北 株式会社山み　長野米穀

岐阜北 株式会社　村瀬産業　長良支店

岐阜北 株式会社キタガワマルカネ

岐阜北 有限会社村瀬造園

岐阜北 株式会社高修

岐阜北 株式会社田中造園

岐阜北 有限会社福田商店

岐阜北 有限会社ジー・アール

岐阜北 西日本三菱自動車販売(株)　岐阜北店

岐阜北 髙井基礎産業有限会社

岐阜北 ブリヂストンタイヤジャパン(株)　岐阜カンパニー 岐阜（営)

岐阜北 株式会社宮崎　岐阜リサイクルセンター

岐阜北 日本年金機構　岐阜北年金事務所

岐阜北 社会福祉法人日本児童育成園

岐阜北 株式会社ナスコ　岐阜営業所

岐阜北 シンシア岐阜北デイサービス

岐阜北 アルト介護センター長良

岐阜北 株式会社メディカルサカイ

岐阜北 東海マツダ販売（株）長良店

岐阜北 株式会社ニチイ学館　ニチイケアセンター岐阜北

岐阜北 ふじさわデイサービス

岐阜北 有限会社長秀産業

岐阜北 三新硝子株式会社

岐阜北 日本レイヤー株式会社　

岐阜北 ＭＩＮＩ　Ｇｉｆｕ

岐阜北 三菱農機販売株式会社　岐阜営業所

岐阜北 社会福祉法人英集会　嘉百合園

岐阜北 株式会社大村建設

岐阜北 山口精機工業株式会社

岐阜北 (株)東海ヒューム管

岐阜北 株式会社　リヒト

岐阜北 株式会社全日本医療サービス

岐阜北 株式会社丸信オカベ

岐阜北 共和通信株式会社

岐阜北 株式会社　グラント

岐阜北 医療法人社団友愛会　在宅介護本部

岐阜北 有限会社水専

岐阜北 岐阜トヨペット(株)　レクサス長良

岐阜北 岐阜農林高校バスケットボール部後援会

岐阜北 北研工業株式会社



岐阜北 ニチイケアセンター岐阜高富

岐阜北 有限会社丸重

岐阜北 株式会社岐阜フットボールクラブ

岐阜北 トヨタカローラ岐阜株式会社　島店

岐阜北 株式会社匠組

岐阜北 岐阜北消防署　黒野分署

岐阜北 株式会社カンチ　岐阜アスコン

岐阜北 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社　

岐阜北 運転免許課　運転免許試験場

岐阜北 訪問看護ステーション和光

岐阜北 NTTデータカスタマサービステクノロジ(株)岐阜サービスセンタ

岐阜北 株式会社ティー・エフ・オフィス

岐阜北 (有)ＫＧコンストラクション　本社

岐阜北 (株)ロビン　岐阜店

岐阜北 障がい福祉施設　こぱんだ

岐阜北 デイサービス笑顔いちばん岐阜尻毛店

岐阜北 岐阜県中央家畜保健衛生所

岐阜北 社会福祉法人岐阜市社会福祉協議会　北部センター

岐阜北 一般社団法人日本自動車連盟　岐阜支部　岐阜北基地

岐阜北 岐阜モノリス

岐阜北 ケアプランセンター寺田

岐阜北 (株)ヰセキ関西中部　岐阜営業所

岐阜北 岐阜県ＪＡビジネスサポート(株)

岐阜北 ＧＫの訪問看護ステーション

岐阜北 学校法人　誠広学園

岐阜北 株式会社 野原電建

岐阜北 ネッツトヨタ岐阜株式会社　長良店

岐阜北 つながる訪問看護リハビリステーション

岐阜北 株式会社システムアドバンス

岐阜北 みのり監査法人　岐阜オフィス

岐阜北 国際セーフティ－株式会社　岐阜支店

岐阜北 株式会社アルミック　岐阜長良営業所

岐阜北 株式会社ＴＡＴＳＵＭＩ

岐阜北 寺田デイサービスセンター

岐阜北 医療法人和光会　山田病院

岐阜北 医療法人和光会　法人管理部

岐阜北 土石商事株式会社

岐阜北 社会福祉法人清穂会　石谷事業所

岐阜北 総合リハビリセンターあさがお

岐阜北 株式会社大商　岐阜支店

岐阜北 鉄建建設（株）名古屋支店　御望山トンネル作業所

岐阜北 シンシア岐阜北デイサロン

岐阜北 株式会社　三竹電工

岐阜北 株式会社SEIWA

岐阜北 医療法人和光会訪問看護ステーション長良

岐阜北 長良ケアセンターそよ風

岐阜北 有限会社住建総合管理センター

岐阜北 株式会社岐阜建販

岐阜北 （有）大熊電工社

岐阜北 朝日設備工業株式会社倉庫資材センター

各務原 奥田スチール(株)

各務原 株式会社那加自動車教習場　那加自動車学校

各務原 コマツカスタマーサポート(株)中部カンパニー岐阜支店

各務原 岐阜プラスチック工業株式会社　

各務原 各務原市役所

各務原 アダチ製菓株式会社

各務原 株式会社大誠重機

各務原 株式会社大雄

各務原 ぎふ農業協同組合　鵜沼支店

各務原 各務原警察署

各務原 日本郵便株式会社　各務原郵便局

各務原 三星工業株式会社

各務原 高安株式会社

各務原 東海重工株式会社



各務原 岐阜カンツリー倶楽部

各務原 弥栄工業株式会社

各務原 榎本ビーエー株式会社

各務原 岩戸工業株式会社

各務原 株式会社大竹建設工業所

各務原 中日本ダイカスト工業株式会社

各務原 早川工業株式会社

各務原 山口車体工業株式会社

各務原 後藤工事株式会社

各務原 大垣共立銀行　各務原支店

各務原 各務原三興電機株式会社

各務原 中部電力パワーグリッド株式会社 各務原営業所

各務原 株式会社常盤電機

各務原 株式会社鵜飼

各務原 川崎重工業株式会社　航空宇宙カンパニー

各務原 左髙建材　株式会社

各務原 各務原衛生株式会社

各務原 新日本ガス株式会社　各務原支店

各務原 マルト後藤建設株式会社

各務原 美尾整理株式会社

各務原 岐阜車体工業株式会社

各務原 株式会社大脇商店

各務原 株式会社蘇原モータース

各務原 常盤工業株式会社

各務原 株式会社十六銀行　各務原支店

各務原 日本郵便株式会社　各務原東郵便局

各務原 APCエアロスペシャルティ株式会社 岐阜工場

各務原 ムトー精工株式会社

各務原 株式会社塩谷商店

各務原 沢井建設株式会社

各務原 株式会社加藤製作所

各務原 株式会社共和鋳造所

各務原 株式会社樋口製作所

各務原 株式会社木曽石材

各務原 河田商事株式会社

各務原 日幸製菓株式会社

各務原 長縄産業株式会社

各務原 (株)丸杉　MPS事業部

各務原 木野村株式会社

各務原 株式会社イトー住建

各務原 東海ダイカスト工業株式会社

各務原 日本キャタピラー合同会社

各務原 カトウ綜建株式会社

各務原 各務原西部方面消防署

各務原 各務原東部方面消防署

各務原 有限会社藤原建設

各務原 川重岐阜サービス株式会社

各務原 株式会社 東海理機

各務原 小林土建

各務原 各務原清掃株式会社

各務原 ぎふ農業協同組合 蘇原支店

各務原 株式会社和興

各務原 株式会社高橋鋳造所

各務原 岐阜信用金庫　各務原支店

各務原 各務原建設株式会社

各務原 学校法人石井学園　　合歓の木幼稚園

各務原 学校法人小島学園　　ひよし幼稚園

各務原 学校法人稲羽学園　　みどり幼稚園

各務原 学校法人石榑学園　　さくら幼稚園　

各務原 学校法人那加学園　　子苑第一幼稚園

各務原 杉山第三学園　うぬま第一幼稚園

各務原 トヨタ部品岐阜共販株式会社  本社

各務原 学校法人浅野文化学園　那加幼稚園

各務原 株式会社三陽



各務原 有限会社大阪屋

各務原 株式会社ロマンティア

各務原 有限会社昌美自動車工業所

各務原 株式会社伊藤モータース

各務原 株式会社パナホーム愛岐

各務原 株式会社安田屋

各務原 岐阜愛知電機株式会社　

各務原 株式会社勝工務店

各務原 (株)オカダ

各務原 学校法人長屋学園　各務原幼稚園

各務原 尾崎幼稚園

各務原 各衛サービス株式会社

各務原 株式会社森興業

各務原 まき本店

各務原 日産部品東海販売（株）　各務原店

各務原 株式会社コノミヤ 鵜沼店

各務原 株式会社ヤマワ 本店

各務原 株式会社遠藤組

各務原 (株)ショクブン岐阜支社　各務原営業所

各務原 株式会社ナカヒョウ

各務原 株式会社地建防災

各務原 宗教法人天理教幅下大教会

各務原 株式会社　東海パウデックス

各務原 ホラタ、工業株式会社

各務原 株式会社亀山鉄工所

各務原 鵜沼クレーン株式会社

各務原 株式会社美装モリタ商会

各務原 津崎建材株式会社

各務原 株式会社清水乳業

各務原 株式会社横山製作所

各務原 今井航空機器工業株式会社

各務原 味のちとせ

各務原 足立建設株式会社

各務原 うぬま第二幼稚園

各務原 株式会社土屋モータース

各務原 学校法人杉山学園　うぬま中央幼稚園

各務原 (株)サンウエスパ

各務原 株式会社横建

各務原 ツキオカフィルム製薬(株)各務原工場　

各務原 昭和企画株式会社 本社

各務原 各務原市水道部

各務原 生活協同組合コープぎふ各務原支所

各務原 愛岐工業株式会社

各務原 株式会社東海遊具製作所

各務原 生活協同組合コープぎふ

各務原 株式会社津田組

各務原 中日本高速道路株式会社名古屋支社岐阜保全・サービスセンター

各務原 株式会社扇屋

各務原 株式会社魚国総本社　川崎重工業事業所

各務原 株式会社市川金属

各務原 徳田工業株式会社

各務原 中日本ﾊｲｳｪｲ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ名古屋(株)岐阜事業所

各務原 東警株式会社　鵜沼営業所

各務原 中部機材株式会社

各務原 (株)ケージーエム

各務原 東邦ガス株式会社　岐阜営業部　各務原営業課

各務原 株式会社ニッシン

各務原 ＳＡＮＥＩ　株式会社

各務原 誠和工業株式会社

各務原 石田水道株式会社

各務原 門池

各務原 (株)小森精機

各務原 株式会社金子建材

各務原 株式会社　ヤシマ



各務原 有限会社金山商会

各務原 宮本建材有限会社

各務原 華陽オートテック株式会社

各務原 日晃オートメ株式会社

各務原 共栄テクニカ株式会社

各務原 大東建託(株)　岐阜東支店

各務原 日立建機日本株式会社　岐阜支店

各務原 学校法人石井学園合歓の木南幼稚園

各務原 学校法人那加学園子苑第二幼稚園

各務原 千楽寿司

各務原 中部エクストロン株式会社

各務原 株式会社　たなか

各務原 岐阜県警察本部交通部高速道路交通警察隊各務原分駐隊

各務原 丸共管工株式会社

各務原 (株)山田商会 各務原営業所

各務原 小木曽設備工業株式会社

各務原 株式会社ナカシマ

各務原 鐘建工業株式会社

各務原 岐阜信用金庫　各務原駅前支店

各務原 菊水化学工業(株)　各務原工場

各務原 有限会社加藤電工社

各務原 株式会社イナバ印刷社

各務原 株式会社　ホンダカーズ岐阜　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　岐阜　各務原Ｒ２１店

各務原 ダイドービバレッジサービス株式会社　岐阜営業所

各務原 川崎設備工業株式会社　各務原営業所

各務原 株式会社ノボック工業

各務原 株式会社コテラ商会

各務原 有限会社エヌビーエム

各務原 ＭＴＫ株式会社　各務原工場

各務原 (株)ジービーシー

各務原 今尾業務店

各務原 各務原清掃株式会社　那加営業所

各務原 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

各務原 (株)岐阜アイシー

各務原 社福法人かかみ野の会　福祉の里さわらび苑

各務原 八勝閣みづのを

各務原 社会福祉法人　各務原市社会福祉協議会

各務原 岐阜トヨぺット(株)各務原店

各務原 幸ちゃん　　各務原店

各務原 丸仲建設(株)　岐阜支店

各務原 大和アロエ－ス株式会社

各務原 株式会社りゅういき　各務原事業所

各務原 メッシュ株式会社　

各務原 ホンダカーズ岐阜中央　鵜沼西店

各務原 株式会社ニューテンサン

各務原 社会福祉法人　清洞会

各務原 特別養護老人ホーム　ジョイフル各務原

各務原 株式会社ヤハタ

各務原 有限会社仙石プラスチック工業

各務原 有限会社岐北

各務原 特別養護老人ホーム　つつじ苑

各務原 中央電気工事株式会社　岐阜営業所

各務原 株式会社創建

各務原 (株)サンプラネット　川島事業所

各務原 エーザイ株式会社　川島工場

各務原 川島砕石(株)

各務原 社会福祉法人小松河福祉会　川島東こども園

各務原 有限会社レストラン琴川

各務原 橋本建設株式会社　各務原支店

各務原 魚正

各務原 学校法人西養寺学園　かわしま学びの庭

各務原 株式会社永田組

各務原 株式会社クンダ無線

各務原 岐阜県立岐阜各務野高等学校ホッケー部



各務原 株式会社コパン　コパンスポーツクラブ各務原

各務原 株式会社水企画アイケン

各務原 大幸住宅株式会社

各務原 株式会社ケーイーシー

各務原 株式会社セリアエンジニアリング　各務原工場

各務原 株式会社ハイテム

各務原 株式会社東海フェンス

各務原 加藤水道設備株式会社

各務原 げんそう

各務原 鈴木設備株式会社

各務原 かねくら株式会社

各務原 ユーエスウラサキ株式会社

各務原 親和木材工業株式会社

各務原 公益社団法人各務原市シルバー人材センター

各務原 伊神建設株式会社

各務原 株式会社ナベヤ製作所

各務原 ロジネクスト中部（株）　各務原支店

各務原 光洋技研株式会社

各務原 株式会社チカタン

各務原 特別養護老人ホーム　リバーサイド川島園

各務原 株式会社オンダ

各務原 株式会社五月商店

各務原 株式会社旭合成

各務原 株式会社エヌ　ビー　エス

各務原 社会福祉法人フェニックス　健康館フェニックス

各務原 株式会社　和光ケミカル 岐阜営業所

各務原 訪問看護ステーション各務原

各務原 ピーピーエル株式会社

各務原 株式会社イマオコーポレーション　インフォマックスセンター

各務原 東警岐阜株式会社

各務原 株式会社東建

各務原 株式会社ミツウロコヴェッセル中部　岐阜店

各務原 セコム株式会社　各務原支社

各務原 宮田製菓株式会社

各務原 株式会社三葉　各務原支店

各務原 株式会社エイエムディ自動機

各務原 三島精器株式会社

各務原 中部ケーブルネットワーク(株)　岐阜局

各務原 株式会社神田工業

各務原 株式会社河田建築

各務原 協和建設株式会社

各務原 （株）Ｎ Ｉ Ｔ Ｔ Ｏ Ｈ　岐阜営業所

各務原 知多鋼業(株)　

各務原 ホシザキ東海（株）各務原営業所

各務原 新日本ガス株式会社　

各務原 株式会社ホンダカーズ岐阜　ＨｏｎｄａＣａｒｓ岐阜　鵜沼店

各務原 東海労働金庫各務原支店

各務原 有限会社アカチコーポレーション

各務原 タマホーム株式会社　各務原支店

各務原 山加建行株式会社

各務原 株式会社国江鉄工所

各務原 株式会社　共和工業

各務原 株式会社ヤシマ化工

各務原 株式会社ハヤシ

各務原 合資会社浅野商店

各務原 水ingＡＭ(株)　木曽川右岸管理事務所

各務原 リス興業株式会社

各務原 東液カスタマーサービス(株)岐阜支店

各務原 有限会社伊勢矢重機工業

各務原 有限会社白鳳電設

各務原 岐阜県岐阜保健所

各務原 社会福祉法人サン・ビジョン　ジョイフル新那加

各務原 有限会社山田実業

各務原 全国農業協同組合連合会　岐阜県本部　パールライス課



各務原 有限会社コスモ

各務原 株式会社川島綜合造園

各務原 有限会社翔山

各務原 株式会社丸紅塗料店　南営業所

各務原 岐阜スバル自動車(株)　各務原店

各務原 トーヨー株式会社

各務原 岐阜日野自動車株式会社　各務支店

各務原 岐阜トヨペット(株)　物流センター

各務原 (株)丸杉　産業機器開発部

各務原 東海マツダ販売株式会社　各務原店

各務原 天龍エアロコンポーネント株式会社

各務原 株式会社原芳商会　各務原営業所

各務原 株式会社ＨＩＲＯＳＥ　岐阜事業所

各務原 (株)カワサキライフコーポレーション　岐阜支店

各務原 東亜道路工業株式会社　木曽川アスコン

各務原 医療法人社団　誠道会

各務原 岐阜トヨタ自動車（株）　各務原店

各務原 ニチイケアセンター各務原

各務原 カトービルサービス株式会社　各務原出張所

各務原 大建シティプランニング株式会社

各務原 コクド株式会社

各務原 ガステックサービス(株)

各務原 株式会社サンワ空調

各務原 各務原西部方面消防署川島分署

各務原 東和薬品株式会社　岐阜営業所

各務原 株式会社Honda Cars岐阜西各務原那加店

各務原 岐阜日産自動車(株)　各務原鵜沼店

各務原 各務原航空機器(株)

各務原 コープぎふ訪問介護ステーション各務原

各務原 株式会社　Ｔ　Ｄ　Ｃ

各務原 株式会社オダカ

各務原 特別養護老人ホーム　飛鳥美谷苑

各務原 株式会社GPSトレーニングセンター

各務原 株式会社　ニッケ・ケアサービス　岐阜事業所

各務原 医療法人　七耀会　七耀の杜

各務原 トヨタカローラ岐阜(株)　鵜沼店

各務原 岐阜日産自動車(株)各務原そはら店

各務原 株式会社CENE-CENTRO EDUCACIONAL NOVA ETAPA

各務原 岐阜日産自動車(株)　各務原店

各務原 特定医療法人フェニックス老人保健施設サンバレーかかみ野

各務原 特定医療法人フェニックス　メディカルセンターフェニックス

各務原 五大自動車工業(株)

各務原 メルセデス・ベンツ各務原

各務原 (有)大分工業

各務原 トヨタカローラ岐阜株式会社　各務原店

各務原 岐阜スズキ販売株式会社　スズキアリーナ鵜沼店

各務原 株式会社大垣共立銀行　蘇原支店

各務原 株式会社ファミリー 各務原店

各務原 株式会社ＩＨＩ機械システム　各務原事業所

各務原 (株)浅野商店　鵜沼ショールーム

各務原 株式会社今仙技術研究所

各務原 遠藤設備工業株式会社

各務原 株式会社スタック　岐阜営業所

各務原 株式会社後藤孵卵場

各務原 天龍建設株式会社

各務原 ゆかりの郷デイサービスセンター花園

各務原 ネッツトヨタ岐阜株式会社鵜沼店

各務原 岐阜ダイハツ販売(株)　鵜沼店

各務原 株式会社エーピーエヌ

各務原 訪問看護ステーション笑顔いちばん

各務原 デイサービス笑顔いちばん

各務原 株式会社ジー・アイ・サービス

各務原 (株)アズ・ライフケア　あずみ苑　各務原

各務原 村井医院



各務原 岐阜自動車輸送（株）各務原営業所

各務原 コンクリートポンプ（株）

各務原 株式会社　日本一ソフトウェア

各務原 （有）ダイケイ

各務原 株式会社シグマテック　岐阜事業所

各務原 エスオーケー株式会社

各務原 株式会社　深見製作所VRテクノ工場

各務原 株式会社　井上工務店

各務原 株式会社　ホットスタッフ各務原

各務原 各務原市北清掃センター

各務原 株式会社十六銀行　蘇原支店

各務原 有限会社　あみステーション

各務原 深瀬建設株式会社

各務原 岐阜県ＪＡビジネスサポート(株)ぎふ東部燃料センター

各務原 日本エコシステム株式会社　各務原事業所

各務原 デイサービス笑顔いちばん　本店

各務原 デイサービス笑顔いちばん　那加店

各務原 デイサービス笑顔いちばん　鵜沼店

各務原 東邦液化ガス株式会社　岐阜支店中濃営業所各務原サービスセンター

各務原 味和居　ほっこり

各務原 誠和工業(株)テクノプラザ工場

各務原 学校法人神谷学園　東海学院大学

各務原 株式会社　中村機設

各務原 株式会社　各務原軽鋼

各務原 (株)東液供給センター　岐阜保安事業所

各務原 鹿島道路株式会社 岐阜営業所

各務原 株式会社イー・オー・シー

各務原 木曽路　各務原店

各務原 株式会社光建　各務原支店

各務原 大垣共立銀行　鵜沼支店

各務原 可児興業株式会社

各務原 各務原市学校給食センター

各務原 積水ハウス不動産中部(株)

各務原 株式会社中田造園

各務原 有限会社脇田組

各務原 有限会社飯尾工業所

各務原 日野興業株式会社 各務原配送センター

各務原 トーテックアメニティ株式会社各務原サービスセンター

岐阜羽島 株式会社岐阜東自動車学校

岐阜羽島 羽島市役所

岐阜羽島 株式会社吉川組

岐阜羽島 羽島郡広域連合

岐阜羽島 株式会社加藤組

岐阜羽島 昭和建設株式会社

岐阜羽島 株式会社ＧＭＤ（岐阜南自動車学校）

岐阜羽島 学校法人　聖徳学園　聖徳自動車学園

岐阜羽島 株式会社コガネパン

岐阜羽島 岐阜羽島警察署

岐阜羽島 堀場染色株式会社

岐阜羽島 株式会社トーカイ

岐阜羽島 株式会社板橋組

岐阜羽島 今井田モータース

岐阜羽島 株式会社十六銀行　羽島支店

岐阜羽島 浅井物産合名会社

岐阜羽島 ノービ重機株式会社

岐阜羽島 津川木材株式会社

岐阜羽島 株式会社浅野組

岐阜羽島 日東工業株式会社

岐阜羽島 株式会社　羽島モータース

岐阜羽島 大島商事株式会社

岐阜羽島 羽島自動車工業株式会社

岐阜羽島 株式会社田中建設

岐阜羽島 渡六毛織株式会社

岐阜羽島 丸秀大塚建設株式会社



岐阜羽島 株式会社オカムラ自工

岐阜羽島 株式会社　十六銀行　笠松支店

岐阜羽島 ＥＮＥＯＳグローブエナジー(株)　岐阜支店

岐阜羽島 岐阜信用金庫　笠松支店

岐阜羽島 西垣ポンプ製造株式会社

岐阜羽島 合名会社油重商店　

岐阜羽島 丸十産業株式会社

岐阜羽島 栗本建材株式会社

岐阜羽島 不二精工株式会社

岐阜羽島 丸栄コンクリート工業（株）

岐阜羽島 三菱ふそうトラック・バス株式会社

岐阜羽島 吉村プレス工業株式会社

岐阜羽島 株式会社オーツカ

岐阜羽島 (株)堀井商店

岐阜羽島 有限会社堀自動車

岐阜羽島 株式会社亀太

岐阜羽島 岐阜ダイハツ販売(株)　岐南店

岐阜羽島 日本郵便株式会社　笠松郵便局

岐阜羽島 羽島商事(株)

岐阜羽島 （株）ヒロコーポレーション

岐阜羽島 笠松町役場

岐阜羽島 学校法人高砂学園　羽島幼稚園

岐阜羽島 社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院

岐阜羽島 平井工業株式会社

岐阜羽島 中部サイデン株式会社

岐阜羽島 ジーパックス株式会社

岐阜羽島 ネッツトヨタ岐阜株式会社　本店

岐阜羽島 東松自動車株式会社

岐阜羽島 (有)廣瀬工務店

岐阜羽島 株式会社ファニテック

岐阜羽島 株式会社タイセイ工務店

岐阜羽島 常富屋クリーニング株式会社

岐阜羽島 三島建具株式会社

岐阜羽島 (株)山田組

岐阜羽島 羽島市消防本部

岐阜羽島 イワタニ東海株式会社　羽島支店

岐阜羽島 株式会社吉川産業

岐阜羽島 大信自動車株式会社

岐阜羽島 株式会社小見山家具製作所

岐阜羽島 岐南町役場

岐阜羽島 前田道路株式会社　岐阜営業所

岐阜羽島 日本郵便株式会社　羽島郵便局 

岐阜羽島 （有）近藤建築

岐阜羽島 株式会社　ながもり

岐阜羽島 日の出クレーン株式会社

岐阜羽島 株式会社尾関製作所

岐阜羽島 株式会社カミノ

岐阜羽島 丸勝南谷建設株式会社

岐阜羽島 株式会社広瀬組

岐阜羽島 株式会社　高島衛生

岐阜羽島 有限会社羽島水道商会

岐阜羽島 株式会社 森電気商会

岐阜羽島 株式会社　東海ポリエチ工業所

岐阜羽島 森白製菓株式会社

岐阜羽島 カネカ食品株式会社

岐阜羽島 亀屋商事株式会社

岐阜羽島 岐阜トヨタ自動車株式会社　岐南店

岐阜羽島 株式会社岩正商店

岐阜羽島 サントリービバレッジサービス株式会社　

岐阜羽島 江川精工株式会社

岐阜羽島 株式会社川角組

岐阜羽島 社会福祉法人万灯会　羽島学園

岐阜羽島 有限会社小川モータース

岐阜羽島 岐阜県地方競馬組合



岐阜羽島 ＵＤトラックス(株)　岐阜カスタマーセンター

岐阜羽島 株式会社志知八郎商店

岐阜羽島 安江建設（株）

岐阜羽島 有限会社萱野組

岐阜羽島 株式会社渡辺建設

岐阜羽島 有限会社森製材所

岐阜羽島 （株）中日本住宅サービス

岐阜羽島 (株)大一テクノ

岐阜羽島 株式会社中部自動車工業

岐阜羽島 岐阜日産自動車(株)　岐阜西店

岐阜羽島 (株)岐阜エコール

岐阜羽島 篠田株式会社

岐阜羽島 (株)江崎工務店

岐阜羽島 中日本タイヤ(株)

岐阜羽島 丸井食品株式会社

岐阜羽島 田中硝子株式会社

岐阜羽島 ぎふ農業協同組合　正木支店

岐阜羽島 社会福祉法人中島保育園会　中島保育園

岐阜羽島 笠松刑務所

岐阜羽島 岐阜聖徳学園大学付属 幼.小.中学校

岐阜羽島 はしま西幼稚園

岐阜羽島 学校法人高砂学園　笠松幼稚園

岐阜羽島 株式会社スーパーメイト

岐阜羽島 大栄食品株式会社

岐阜羽島 株式会社  三富

岐阜羽島 (株)ジーケーエス

岐阜羽島 (有)高橋自動車

岐阜羽島 株式会社加藤鉄工バーナー製作所

岐阜羽島 （株）ホンダカーズ岐阜　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ岐阜　岐南店

岐阜羽島 岐阜金属株式会社

岐阜羽島 株式会社文溪堂

岐阜羽島 社会福祉法人桑原保育園会　桑原保育園

岐阜羽島 株式会社プロパンの藤小

岐阜羽島 株式会社アクティブハヤシ

岐阜羽島 福寿工業株式会社

岐阜羽島 (株)大野光

岐阜羽島 一般財団法人　中部電気保安協会　岐阜南営業所

岐阜羽島 高橋金属株式会社

岐阜羽島 株式会社トコロ

岐阜羽島 岐阜日産自動車（株）オートシェルジュ岐阜

岐阜羽島 (株)魚勝

岐阜羽島 株式会社北川工務店

岐阜羽島 株式会社ヨコチュー

岐阜羽島 中部食品工業株式会社

岐阜羽島 株式会社東海近畿クボタ　羽島営業所

岐阜羽島 （株）ＬＩＸＩＬトータル販売　岐阜支店

岐阜羽島 岩田建工

岐阜羽島 株式会社服部組

岐阜羽島 株式会社ヤマ食

岐阜羽島 社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

岐阜羽島 リンエイ株式会社

岐阜羽島 ヤマガタヤ産業株式会社  本店

岐阜羽島 株式会社増田精工

岐阜羽島 株式会社三井屋和洋紙店

岐阜羽島 医療法人社団尚英会　岐阜南病院

岐阜羽島 吉村造園土木(株)

岐阜羽島 株式会社東亜製作所岐阜支店

岐阜羽島 株式会社齋藤商店

岐阜羽島 株式会社バイパス給食センター

岐阜羽島 株式会社フジヤ

岐阜羽島 華陽紙業株式会社

岐阜羽島 株式会社水甚

岐阜羽島 株式会社バウハウス丸栄

岐阜羽島 岐阜朝鮮初中級学校



岐阜羽島 (株)岐阜精密製作所

岐阜羽島 日興製薬株式会社

岐阜羽島 北村組有限会社

岐阜羽島 株式会社中部メイカン

岐阜羽島 中部公営事業株式会社

岐阜羽島 バロン警備保障株式会社　

岐阜羽島 (株)日健総本社

岐阜羽島 株式会社新東工機

岐阜羽島 宮島薬品株式会社

岐阜羽島 株式会社ノーベル

岐阜羽島 岐阜信用金庫　羽島支店

岐阜羽島 株式会社 大垣共立銀行 羽島支店

岐阜羽島 岐阜県警察本部交通部高速道路交通警察隊

岐阜羽島 株式会社　環境測定センター

岐阜羽島 有限会社グランド川村

岐阜羽島 学校法人善光寺学園　笠松双葉幼稚園

岐阜羽島 山下機工（株）　

岐阜羽島 社会福祉法人竹鼻保育園会

岐阜羽島 東海マツダ販売株式会社　岐南店

岐阜羽島 米山自動車

岐阜羽島 株式会社オセアノ山下

岐阜羽島 竹市電気株式会社

岐阜羽島 株式会社カリヤ

岐阜羽島 株式会社フクダ

岐阜羽島 アトムテクノス株式会社　岐阜営業所

岐阜羽島 生活協同組合コープぎふ　岐阜南支所

岐阜羽島 はしまひょうたん

岐阜羽島 株式会社金田商会

岐阜羽島 栗本建材(株)　ガラス事業部

岐阜羽島 株式会社 サンセキ

岐阜羽島 丸芳化学株式会社

岐阜羽島 株式会社インフォファーム

岐阜羽島 株式会社アトマス

岐阜羽島 株式会社バウハウス丸栄　綜合管理センター

岐阜羽島 株式会社川瀬組

岐阜羽島 オゼキ紙商事株式会社

岐阜羽島 有限会社サンエール

岐阜羽島 株式会社　大和

岐阜羽島 タケムラ商事株式会社

岐阜羽島 青木織物(株)

岐阜羽島 ひかり泉こども園

岐阜羽島 (株)共営牧場

岐阜羽島 株式会社野々山商店　岐阜営業所

岐阜羽島 八百彦ガス株式会社

岐阜羽島 美濃屋株式会社

岐阜羽島 岐阜鋼業(株)

岐阜羽島 ナショナル・ベンディング株式会社　岐阜営業所

岐阜羽島 東陽システムサービス(株)

岐阜羽島 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)　羽島事業所

岐阜羽島 株式会社新道組

岐阜羽島 ファインテキスタイル(株)

岐阜羽島 中日本高速道路(株)名古屋支社 羽島保全・サービスセンター

岐阜羽島 コンマン部品株式会社岐阜営業所

岐阜羽島 味の里鯛公

岐阜羽島 株式会社　正木土木

岐阜羽島 株式会社ヨコハマタイヤジャパン　岐阜カンパニー岐阜中央営業所

岐阜羽島 株式会社光製作所

岐阜羽島 大和機工(株)　岐阜営業所

岐阜羽島 株式会社文献社

岐阜羽島 太陽建機レンタル(株)岐阜支店

岐阜羽島 (株)大島商会　岐南営業所

岐阜羽島 株式会社石田商会

岐阜羽島 小出電機産業株式会社

岐阜羽島 株式会社杉山商店 



岐阜羽島 株式会社ぎふガーデン

岐阜羽島 株式会社ユニマットライフ　岐阜営業所

岐阜羽島 富永電機株式会社　岐阜営業部

岐阜羽島 株式会社コスモ

岐阜羽島 株式会社岩倉工務店

岐阜羽島 三和機電株式会社

岐阜羽島 日英シャッター株式会社

岐阜羽島 株式会社ムトー

岐阜羽島 産業リネン株式会社

岐阜羽島 株式会社イトキン

岐阜羽島 有限会社アマミ工業

岐阜羽島 株式会社トーヨータイヤジャパン　岐阜営業所

岐阜羽島 株式会社ディスプレイ日工

岐阜羽島 (株)ナカジマ

岐阜羽島 亀重ダンボール株式会社

岐阜羽島 三浦工業株式会社　岐阜支店

岐阜羽島 株式会社テラビックキョ－ワ　岐阜営業所

岐阜羽島 中日本フード(株)中部第2事業部岐阜営業部

岐阜羽島 株式会社ヤマガタヤ

岐阜羽島 ジーエフシー株式会社

岐阜羽島 丸井産業(株)　岐阜営業所

岐阜羽島 奥村塗料(株)

岐阜羽島 井原建装(株)

岐阜羽島 有限会社松廣

岐阜羽島 株式会社井村組

岐阜羽島 有限会社　ワギ電機

岐阜羽島 日本ハイウェイサービス株式会社  岐阜事業所

岐阜羽島 株式会社八雲電気通信

岐阜羽島 有限会社中健クレーン

岐阜羽島 (株)エムエストーカイ　羽島営業所

岐阜羽島 株式会社山田電工社

岐阜羽島 ジィエース株式会社

岐阜羽島 株式会社金定

岐阜羽島 (株)サンリース

岐阜羽島 有限会社羽島ダンゴ

岐阜羽島 トーヨー商事株式会社

岐阜羽島 株式会社ダスキンサーヴ東海北陸　ダスキン岐南支店

岐阜羽島 社会福祉法人　万灯会　双樹園

岐阜羽島 アルフレッサ株式会社　

岐阜羽島 有限会社中川電気商会

岐阜羽島 （株）西武管商　岐南店

岐阜羽島 株式会社岐阜重量

岐阜羽島 社会福祉法人　恵隆会　

岐阜羽島 キングラン中部株式会社

岐阜羽島 社会福祉法人小熊保育園会

岐阜羽島 有限会社西沢機械設備

岐阜羽島 (株)富士薬品　岐阜営業所　

岐阜羽島 カワボウテキスチャード(株)

岐阜羽島 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株)岐阜道路事務所

岐阜羽島 辻久興業株式会社

岐阜羽島 ブリヂストンタイヤジャパン(株)岐阜カンパニー

岐阜羽島 トーカイフーズ株式会社

岐阜羽島 サンコウメディカル株式会社

岐阜羽島 和風料理仕出し　河村屋

岐阜羽島 株式会社高陽社

岐阜羽島 株式会社アン・フーズみつる園

岐阜羽島 株式会社日栄商事

岐阜羽島 医療法人社団睦会　愛生病院

岐阜羽島 (株)加藤政商店

岐阜羽島 有限会社織利

岐阜羽島 株式会社ノーリツ　岐阜営業所

岐阜羽島 有限会社前澤葬儀社

岐阜羽島 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株)

岐阜羽島 岐阜トヨペット（株）岐南店



岐阜羽島 エム・シー・ヘルスケア株式会社岐阜サプライセンター

岐阜羽島 マリンフーズ(株)岐阜事業所

岐阜羽島 ホンダカーズ岐阜中央　柳津店

岐阜羽島 （有）鬼神野土木

岐阜羽島 ネオス 株式会社 岐阜営業所

岐阜羽島 株式会社熱錦

岐阜羽島 東海旅客鉄道株式会社　新幹線鉄道事業本部　岐阜羽島保線所

岐阜羽島 株式会社横瀬板金工業所 営業本部

岐阜羽島 (株)だいぎ

岐阜羽島 日硝実業株式会社　中部営業所

岐阜羽島 株式会社アイ・エイチ・アイ

岐阜羽島 三興産商株式会社

岐阜羽島 ジェイアール東海建設(株)　岐阜羽島作業所

岐阜羽島 株式会社　テイソートヨカ　岐阜営業所

岐阜羽島 （有）伸日食販

岐阜羽島 中衛工業株式会社　岐阜支店岐南事務所

岐阜羽島 株式会社英幸建設

岐阜羽島 大黒工業株式会社　岐阜営業所

岐阜羽島 株式会社環境システム社

岐阜羽島 東海プラスチックス工業株式会社

岐阜羽島 株式会社名星工業

岐阜羽島 株式会社十六銀行　岐南支店

岐阜羽島 (株)ホンダパーツ中部　岐阜営業所

岐阜羽島 ニチイケアセンター羽島

岐阜羽島 ㈱ファミリーマート　岐南事務所　関営業所

岐阜羽島 ダンロップタイヤ中部株式会社岐阜営業所

岐阜羽島 株式会社油喜

岐阜羽島 尾家産業株式会社　岐阜営業所

岐阜羽島 特別養護老人ホーム　リバーサイド笠松園

岐阜羽島 ＦＶジャパン株式会社

岐阜羽島 コカ･コーラボトラーズジャパンベンディング（株）岐阜ＳＣ

岐阜羽島 株式会社アメックス

岐阜羽島 株式会社　中部空調サービス

岐阜羽島 日建ヘルスメディカル株式会社

岐阜羽島 学校法人松翠学園　岐阜女子高等学校

岐阜羽島 株式会社コーシン　岐阜営業所

岐阜羽島 株式会社Ｉ．Ｓ．Ｔ羽島事業所

岐阜羽島 有限会社内田商会

岐阜羽島 株式会社クラフトコーポレーション

岐阜羽島 有限会社テクノエー

岐阜羽島 ダンロップタイヤ中部株式会社　岐阜西営業所

岐阜羽島 (株)ヤマシタ　　岐阜南営業所

岐阜羽島 住友ナコフォークリフト販売（株）名古屋北支店 岐阜営業所

岐阜羽島 大垣機工株式会社　岐阜支店

岐阜羽島 ＤＭＢ東海建材株式会社　岐阜営業所

岐阜羽島 株式会社　ガスパル　岐阜販売所

岐阜羽島 株式会社国見重機工業　岐阜支社

岐阜羽島 (株)エム・ダブル・ラボ

岐阜羽島 岐阜ダイハツ販売(株)　レインボーモール店

岐阜羽島 岐阜県立岐阜工業高等学校

岐阜羽島 株式会社トーカイ　アクアクララ中部　羽島営業所

岐阜羽島 東海旅客鉄道株式会社 岐阜羽島電気技術センター

岐阜羽島 株式会社モリマツ　岐阜営業所

岐阜羽島 (株)トーホーフードサービス　岐阜営業所

岐阜羽島 (株)安全警備　

岐阜羽島 株式会社アイコム

岐阜羽島 日本ウエストン株式会社

岐阜羽島 (有)三秀エンジニアリング

岐阜羽島 有限会社ユウワ

岐阜羽島 株式会社トラッド

岐阜羽島 株式会社村瀬産業　岐南支店

岐阜羽島 (株)ＬＩＸＩＬビバ　スーパービバホーム柳津店　リフォームデザインセンター

岐阜羽島 タムラ電設有限会社

岐阜羽島 株式会社シーエーエー



岐阜羽島 アートグラス株式会社

岐阜羽島 中日本ハイウェイ・パトロール名古屋(株)

岐阜羽島 (株)大光　羽島物流センター

岐阜羽島 株式会社　ＥＣＯ兼子

岐阜羽島 株式会社リィツメディカル　愛岐営業所

岐阜羽島 辰己製作所株式会社

岐阜羽島 はしま福祉サポートセンター

岐阜羽島 伊藤ハムミート販売西（株）岐阜営業所

岐阜羽島 株式会社三勇テクノス

岐阜羽島 株式会社キナン　岐阜営業所

岐阜羽島 名工建設(株)　羽島新幹線軌道事務所

岐阜羽島 岐阜トヨペット(株)　レインボーモール店

岐阜羽島 有限会社加藤土木

岐阜羽島 岐阜日産自動車株式会社　羽島店

岐阜羽島 トヨタカローラ岐阜株式会社　岐南店

岐阜羽島 岐阜市環境部環境一課　南部環境事務所

岐阜羽島 株式会社　リースキンサポート

岐阜羽島 渡辺パイプ(株)　岐阜サービスセンター

岐阜羽島 有限会社東海石綿

岐阜羽島 株式会社岐阜バッテリー販売

岐阜羽島 髙瀬物産株式会社　岐阜営業所

岐阜羽島 大丸開発株式会社

岐阜羽島 株式会社三富　岐阜支店

岐阜羽島 東栄管機株式会社　中部支店

岐阜羽島 ニチイケアセンター岐阜南

岐阜羽島 アルフレッサメディカルサービス株式会社

岐阜羽島 株式会社　ＪＵ岐阜羽島オートオークション

岐阜羽島 有限会社アクティブ

岐阜羽島 名古屋製酪（株）　岐阜営業所

岐阜羽島 (株)ファミリーマート　中部・北陸リージョン　岐阜南営業所

岐阜羽島 株式会社ＥＭＤ

岐阜羽島 ジェイアール東海建設(株)岐阜羽島ＳＤＩ作業所

岐阜羽島 株式会社名岐サービス

岐阜羽島 フジタ総合企画株式会社

岐阜羽島 株式会社林製紙原料

岐阜羽島 株式会社グロウス

岐阜羽島 株式会社アイジーコンサルティング岐阜支店

岐阜羽島 岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス

岐阜羽島 コベルコ建機日本株式会社

岐阜羽島 （有）ロード

岐阜羽島 特定非営利活動法人ウエルネットぎふ

岐阜羽島 株式会社サニックス　岐阜営業所

岐阜羽島 小田鐡網株式会社　岐阜営業所

岐阜羽島 (有)アイカリビングサービス

岐阜羽島 医療法人社団　丹菊整形外科

岐阜羽島 (株)東京ＢＫ足場　岐阜南ＳＣ

岐阜羽島 (株)エスディ・メンテナンス　岐阜営業所

岐阜羽島 (株)長成

岐阜羽島 株式会社　愛幸電機

岐阜羽島 ファステストダイニング（株）東海本部

岐阜羽島 大和冷機工業(株)　岐阜東営業所

岐阜羽島 サワダデイサービスセンターぎなん

岐阜羽島 西松亭

岐阜羽島 （社福）堀津保育園会

岐阜羽島 株式会社　黒田製作所

岐阜羽島 株式会社　高速　岐阜羽島（営）

岐阜羽島 （株）ヰセキ東海　羽島営業所

岐阜羽島 医療法人　かがやき

岐阜羽島 丹羽商株式会社

岐阜羽島 有限会社　ペン・テック

岐阜羽島 日本エコシステム(株)岐阜事業所

岐阜羽島 岐阜県ＪＡビジネスサポート(株)ぎふ南部燃料センター

岐阜羽島 株式会社　ワンズライフ

岐阜羽島 株式会社米津西部　岐阜南支店



岐阜羽島 ネッツトヨタ岐阜株式会社　羽島店

岐阜羽島 岐阜県立羽島特別支援学校

岐阜羽島 ＴＯＴＯ中部販売(株)　岐阜支店

岐阜羽島 株式会社篠田商会 

岐阜羽島 豊通石油販売株式会社　セルフ岐阜福寿町

岐阜羽島 不二商事株式会社

岐阜羽島 ニチイケアセンター羽島北

岐阜羽島 株式会社　コラント

岐阜羽島 株式会社日本ケアサプライ

岐阜羽島 セキュリティセブン株式会社

岐阜羽島 (株)アルミック　アドシステム部

岐阜羽島 (株)アルミック　岐阜営業所

岐阜羽島 有限会社　小川商店

岐阜羽島 日立建機日本株式会社 岐南営業所

岐阜羽島 岐阜トヨペット株式会社　本社

岐阜羽島 株式会社　高島衛生

岐阜羽島 (株)ファブリカコミュニケーションズ 岐阜営業所

岐阜羽島 三井住友建設（株）瀧上工業（株）・（株）日本ピーエス特定建設工事共同企業体

岐阜羽島 （株）ジェーイーテクノロジー

岐阜羽島 ラボ・インストール株式会社

岐阜羽島 (株)フェニックス 岐阜営業所

岐阜羽島 サンネットワーク岐阜株式会社

岐阜羽島 株式会社ゆうテック

岐阜羽島 (株)ユーアンドエム

岐阜羽島 日本エコシステム株式会社 ジオ環境開発研究所

岐阜羽島 五藤社寺建設株式会社

岐阜羽島 株式会社保安企画

岐阜羽島 社会福祉法人万灯会　まさき園

岐阜羽島 株式会社大垣共立銀行　笠松支店

岐阜羽島 株式会社ARTISTIC＆Co.

岐阜羽島 株式会社グロップ

岐阜羽島 有限会社アサノクリーン

岐阜羽島 名新木曽川ＪＶ工事事務所

海津 海津市役所

海津 株式会社渡辺組

海津 近藤建設株式会社

海津 株式会社西濃自動車学校

海津 岐阜県海津警察署

海津 大橋ヤンマー産業株式会社

海津 株式会社古川組

海津 神野産業株式会社

海津 (株)伊藤工務店

海津 株式会社材半建設

海津 株式会社大橋工務店

海津 株式会社瀬古興業

海津 有限会社 大橋電設

海津 株式会社伊藤精密製作所

海津 西美濃農業協同組合高須支店

海津 西美濃農業協同組合　海津北支店

海津 株式会社児玉工業

海津 株式会社　嶋工務店

海津 株式会社フジコン

海津 株式会社共立興業

海津 株式会社エム・フルカワ

海津 丸栄コンクリート工業株式会社　平田工場

海津 株式会社イノアックコーポレション　南濃営業所

海津 海津市消防本部

海津 有限会社竹安商店

海津 株式会社岡田水道工事店

海津 田中組株式会社

海津 株式会社木村建材

海津 社会福祉法人桂福祉会　認定こども園　下多度保育園

海津 南濃コンクリート工業(株)

海津 認定こども園　石山保育園



海津 サンケミカル株式会社

海津 有限会社　丸尚商会

海津 日本郵便株式会社　海津郵便局

海津 有限会社髙木自動車

海津 株式会社堀田建設

海津 株式会社大藤建設

海津 天神寿司

海津 勢濃工業株式会社

海津 株式会社ミズタニ

海津 株式会社南濃鶏卵ＧＰセンター

海津 有限会社中島建材

海津 有限会社平野商会

海津 株式会社エルテック

海津 株式会社東海近畿クボタ　西濃営業所

海津 服部縫製株式会社

海津 株式会社カワイ

海津 二葉寿し

海津 丸栄コンクリート工業(株)　今尾工場

海津 かじ忠合同会社

海津 株式会社高田工業

海津 タナカ株式会社

海津 株式会社田中工務店

海津 株式会社小野電気商会

海津 山﨑工業株式会社

海津 ひろ寿司

海津 三浦加工株式会社

海津 わかば海津北こども園

海津 社会福祉法人　真人舎　東江こども園

海津 丸　菱

海津 株式会社桑原造園土木

海津 近藤技研株式会社

海津 岡田段ボール株式会社

海津 割烹宮長

海津 水都工業株式会社

海津 田中工業株式会社

海津 ナイス（株）　名古屋工務所

海津 株式会社土方商会

海津 （株）大橋工務店

海津 株式会社カワイ商亊

海津 株式会社宇野組

海津 有限会社濃尾自動車

海津 海津資材株式会社

海津 株式会社カムラ技建

海津 株式会社美濃ラボ

海津 鍛治春工業株式会社

海津 有限会社海津化学ゴム

海津 中村木材株式会社　平田プレカット工場

海津 株式会社日本物産

海津 海津市介護老人保健施設サンリバーはつらつ

海津 勢濃建設株式会社

海津 サトマサ株式会社

海津 (有)北倉興業

海津 有限会社のうび緑化

海津 エム・エス・ケー農業機械(株)　羽島営業所

海津 総合エネルギー(株)ワタナベ石油

海津 株式会社イゼキ

海津 信和株式会社

海津 日野金属産業(株)岐阜事業所

海津 永野工務店（株）岐阜出張所

海津 株式会社林スプリング製作所　

海津 木曽三川公園管理センター

海津 (株)日本環境管理センター

海津 株式会社ヤグミ　岐阜支店

海津 新日本ガス株式会社　海津支店



海津 岐阜県立海津特別支援学校

海津 株式会社スイテック

海津 有限会社稲金　中国料理稲金　海津店

海津 海津市立高須認定こども園

海津 海津市学校給食センター

海津 海津市立石津認定こども園

海津 日本郵便株式会社　南濃郵便局

海津 株式会社東利　岐阜支店

海津 有限会社寺倉組

海津 株式会社波乃家

海津 株式会社コンプリート

海津 (有)オレンジ・トータルケア　オレンジ・ハート

海津 有限会社オレンジ・トータルケア　オレンジガーデン

海津 株式会社共壽

海津 有限会社やすふく商店

海津 海津温泉

海津 日本郵便株式会社　平田郵便局

海津 株式会社十六銀行　高須支店

海津 株式会社大垣共立銀行　海津支店

海津 (有)ノウヒ

海津 社会福祉法人　楽山・杜の会

海津 社会福祉法人　愛燦会　特別養護老人ホーム　長寿の里・海津

海津 株式会社毛利産業

海津 ジョイトーカイ株式会社

海津 社会福祉法人　愛燦会　特別養護老人ホーム長寿の里・南濃

海津 海津市立今尾小学校

海津 海津市立城山小学校

海津 社会医療法人緑峰会　養南病院

海津 株式会社　ヰセキ東海　海津営業所

海津 和食処　はなみずき

海津 社会福祉法人　海津市社会福祉協議会

海津 海津市立高須小学校

海津 （株）ニチイ学館　ニチイケアセンター海津

海津 (有)南濃

海津 林電機株式会社

海津 わかば海西こども園

海津 南濃温泉 水晶の湯

海津 コーチンミライズ(株)

海津 （株）奥村組養老トンネル北工事所

海津 株式会社東海通商

養老 株式会社佐竹組

養老 ミズノテクニクス株式会社

養老 株式会社桐山組

養老 伊藤建工株式会社

養老 株式会社大橋組

養老 株式会社野寺商店

養老 株式会社古川工務店

養老 岐阜県養老警察署

養老 養老町役場

養老 古市石油株式会社

養老 村瀬産業株式会社

養老 一二三興業株式会社

養老 株式会社野邑工業

養老 株式会社 金山組

養老 株式会社細川組

養老 株式会社杉野工務店

養老 株式会社西脇組

養老 株式会社三輪組

養老 藤井ハウス産業株式会社

養老 高田石油株式会社

養老 アルナ輸送機用品株式会社

養老 大垣西濃信用金庫養老支店

養老 養老町消防本部

養老 株式会社中村土建



養老 株式会社白屋綜合クリーニングセンター

養老 大進建設

養老 有限会社高木製麺工場

養老 光徳建設株式会社

養老 株式会社第一物産

養老 養老ミート株式会社

養老 株式会社藤田組

養老 株式会社指増かわい

養老 大垣南自動車学校

養老 (株)阿藤組

養老 株式会社ふなやす

養老 株式会社安田組

養老 株式会社滝元館　遊李の里

養老 大垣市上石津地域事務所

養老 社会福祉法人浄誓寺福祉会　下笠保育園

養老 養孝園バーベキュウ

養老 伊藤商事株式会社

養老 （株）大垣共立銀行 養老支店

養老 森鉄筋株式会社

養老 株式会社アイランドゴルフ養老　養老カントリークラブ

養老 有限会社安田屋

養老 小寺建設

養老 西濃酒類販売株式会社　養老支店

養老 養清興業株式会社

養老 株式会社辺省

養老 株式会社桑原工務店

養老 大垣電機株式会社

養老 加登屋旅館

養老 三栄株式会社

養老 株式会社三榮フード

養老 愛岐サッシ工業株式会社

養老 大正館

養老 太洋建設株式会社

養老 株式会社片山縫製

養老 有限会社山口屋

養老 株式会社大和商事

養老 有限会社長澤建設

養老 髙田製綿株式会社

養老 太陽紙工株式会社

養老 株式会社石繁小川石材店

養老 桒原建設

養老 めぐみ保育園

養老 西濃ビル管理株式会社

養老 株式会社松永製作所

養老 株式会社大建興業

養老 株式会社千葉建設

養老 日本郵便株式会社　養老郵便局

養老 ヤンマーアグリジャパン株式会社　岐阜アグリサポートセンター

養老 MCCアドバンスドモールディングス株式会社

養老 東興産業株式会社

養老 株式会社勝ちゃん

養老 佐竹鉄工株式会社

養老 株式会社タカダ創美

養老 太平洋工業株式会社　養老工場

養老 養南自動車株式会社

養老 株式会社川﨑重機

養老 松園

養老 株式会社佐竹組　養老アスコンセンター

養老 有限会社山口建設

養老 株式会社ニシワキ

養老 有限会社水谷工建

養老 堀建設工業株式会社

養老 日晧電気株式会社

養老 (株)丸順　上石津工場



養老 花喜

養老 （株）オフィス養老

養老 有限会社オートリファイン・アニー

養老 創健ライフ(株)養老支店　ゆせんの里

養老 西美濃農業協同組合　養老営農経済センター

養老 有限会社西濃ベンディング

養老 岐阜鉱油株式会社

養老 服部モータース

養老 社会福祉法人池辺育心会　池辺こども園

養老 株式会社藤太

養老 株式会社大西自動車

養老 御食事処　和苑

養老 名岐エンジニアリング株式会社

養老 株式会社エヌテック

養老 東海シグナル株式会社

養老 株式会社丸竹建設

養老 株式会社笠郷営農センター

養老 たつみ

養老 株式会社加洋製作所

養老 有限会社神明電気

養老 岐阜ローヤルミート

養老 上石津デイサービスセンター

養老 大丸板紙加工株式会社

養老 株式会社愛彰

養老 食彩和膳　わか山

養老 合資会社髙木商店

養老 佐竹販売株式会社

養老 三和興産株式会社　養老支店

養老 医療法人社団崇仁会　船戸クリニック

養老 株式会社イチハシ金属工芸　

養老 株式会社ヒビ

養老 ＫＭＩ株式会社

養老 岐阜・西濃医療センター　西美濃厚生病院

養老 日本郵便株式会社　上石津郵便局

養老 野原電研（株）ケアサポート柚子養老

養老 医療法人　光秀会

養老 株式会社リビングプラザ

養老 西美濃農業協同組合セレモニーセンター　南部出張所

養老 東海ハニューフーズ(株)　岐阜営業所

養老 西美濃農業協同組合養老中支店

養老 西美濃農協　養老北支店

養老 株式会社　丸順　養老工場

養老 (株)ニチイ学館 ニチイケアセンター養老

養老 有限会社クリーンファーム日吉

養老 岐阜製油協業組合

垂井 株式会社藤塚工務店

垂井 岐阜県垂井警察署

垂井 株式会社濃建

垂井 関ヶ原石材株式会社

垂井 株式会社関ヶ原製作所

垂井 グルマンマルセ株式会社

垂井 西美濃農業協同組合　不破営農経済センター

垂井 株式会社不破製作所

垂井 関ヶ原町役場

垂井 室建設株式会社

垂井 株式会社伊吹ＬＩＸＩＬ製作所

垂井 垂井町役場

垂井 不破消防組合

垂井 株式会社大脇組

垂井 有限会社山元産業

垂井 大滝建築株式会社

垂井 株式会社室建工

垂井 クゼ工務店株式会社

垂井 日本郵便株式会社　垂井郵便局



垂井 垂井燃料株式会社

垂井 石川設電(株)

垂井 社会福祉法人あゆみの家

垂井 株式会社𠮷田組

垂井 (株)東海興産

垂井 株式会社岩田工務店

垂井 株式会社朱竹

垂井 関ヶ原衛生有限会社

垂井 株式会社三谷建設

垂井 株式会社光商会

垂井 株式会社岡島ハウス産業

垂井 (株)西濃調理

垂井 大日金属工業株式会社岐阜事業所

垂井 イワタニ東海（株）西濃支店

垂井 株式会社高橋工務店

垂井 特定医療法人博愛会

垂井 株式会社槌谷　栗原工場

垂井 有限会社高木工務店

垂井 (株)園製材

垂井 株式会社サンレール

垂井 有限会社伊藤木材工業

垂井 株式会社カジケイ鉄工

垂井 日新興業株式会社

垂井 松浦組

垂井 関ヶ原ゼネラル・サービス株式会社

垂井 山本木材

垂井 有限会社生駒電気

垂井 社会福祉法人関ヶ原町社会福祉協議会

垂井 株式会社澤頭建設

垂井 鹿野管工株式会社

垂井 有限会社貴船

垂井 月見荘

垂井 合資会社末広

垂井 高砂屋

垂井 株式会社酒井建設

垂井 関ヶ原プラ工業株式会社

垂井 株式会社松井組

垂井 矢橋林業株式会社

垂井 Ｔ Ｈ Ｋ株式会社　岐阜工場

垂井 国保　関ヶ原診療所

垂井 岡村機工株式会社

垂井 西美濃農業協同組合　オート垂井

垂井 社会福祉法人垂井町社会福祉協議会

垂井 社会福祉法人杉和会　（えりかの里）

垂井 平成興産株式会社

垂井 株式会社桐山工務店

垂井 株式会社東建設

垂井 松岡鉄筋工業有限会社

垂井 近藤工業有限会社

垂井 中部テック有限会社

垂井 株式会社　新晃

垂井 西濃設備工業株式会社

垂井 有限会社津野電気

垂井 社会福祉法人白寿会

垂井 株式会社タワダ

垂井 株式会社マキナ

垂井 医療法人清澄会

垂井 指定障害福祉サービス事業所ハートブリッジ

垂井 株式会社中川製材所

垂井 介護老人施設　あいかわ

垂井 株式会社オーツカ　関ヶ原工場

垂井 株式会社　杉山製作所

垂井 株式会社工和製作所

垂井 株式会社ハシモト電気



垂井 河合製瓦有限会社

垂井 西美濃農業協同組合関ヶ原支店

垂井 関ヶ原クリニック

垂井 株式会社矢橋巧務店

垂井 三星砿業株式会社

垂井 ダイゼン工業(株)

垂井 未来精工株式会社

垂井 山田工業株式会社　関ヶ原工場

垂井 いすゞ自動車中部（株）大垣支店

垂井 東海旅客鉄道株式会社　岐阜電気区　垂井分室

垂井 株式会社サンワーク

大垣 株式会社弘光舎

大垣 株式会社宇佐美組

大垣 岐建株式会社

大垣 サンメッセ株式会社　

大垣 日八工業株式会社

大垣 株式会社アレックカワイ

大垣 株式会社　大垣共立銀行

大垣 西濃アポロ株式会社

大垣 ＭＭＣリョウテック株式会社

大垣 太平洋工業株式会社　

大垣 太平洋工業株式会社　

大垣 ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社

大垣 株式会社吉田ハム

大垣 揖斐川工業株式会社

大垣 オーケーシー食品株式会社

大垣 中部電力パワーグリッド(株) 大垣営業所

大垣 大垣機工株式会社

大垣 大垣市役所

大垣 小野電産業株式会社

大垣 イビデン産業株式会社

大垣 太平産業株式会社

大垣 岐阜県西濃県事務所

大垣 株式会社大垣共立銀行　本店営業部

大垣 コーテック株式会社

大垣 新興機械株式会社

大垣 丸二小林建材株式会社

大垣 株式会社トミダユニティー

大垣 美濃庄商事株式会社

大垣 株式会社里鎌屋

大垣 丸三商事株式会社

大垣 (株)扇港電機　西濃営業所

大垣 大垣ガス株式会社

大垣 株式会社山勉組

大垣 朝日興業株式会社

大垣 株式会社椙岡組

大垣 株式会社石山商店

大垣 大垣土建株式会社

大垣 朝日電気株式会社

大垣 株式会社日比野建材店

大垣 日電精密工業株式会社

大垣 株式会社大合商会

大垣 株式会社桑名屋

大垣 トバナ産業株式会社

大垣 岐阜県西濃県税事務所

大垣 岐阜県大垣警察署

大垣 中央清掃株式会社　

大垣 三野工業株式会社　神戸工場

大垣 大垣管材株式会社

大垣 三建産業株式会社

大垣 中部産業株式会社　東海自動車学校

大垣 （株）大垣自動車学校

大垣 上田石灰製造株式会社

大垣 矢橋林業(株)



大垣 矢橋大理石株式会社

大垣 岡本建材株式会社

大垣 河合石灰工業株式会社

大垣 矢橋工業(株)

大垣 高橋木材工業株式会社

大垣 合資会社小川製粉製麺所

大垣 清水工業株式会社

大垣 合名会社大友商店

大垣 安田電機暖房株式会社　

大垣 株式会社和光産業商会

大垣 (株)スチールハットリ

大垣 株式会社山中工務店

大垣 ニホン美術印刷株式会社

大垣 (株)大橋ケアサービス

大垣 株式会社渡辺組

大垣 (株)トーエネック　大垣営業所

大垣 大垣水産青果株式会社

大垣 株式会社　亀太　大垣営業所

大垣 神鋼造機株式会社

大垣 東和電気株式会社

大垣 株式会社植倉工務店

大垣 株式会社エヌビーシー

大垣 西美濃農業協同組合  本店

大垣 株式会社セッタ

大垣 日本耐酸壜工業株式会社

大垣 太平洋精工(株)

大垣 岐阜県安八郡神戸町役場

大垣 (株)田中工業所

大垣 米山産業株式会社

大垣 岐阜ダイハツ販売株式会社　大垣店

大垣 株式会社堀組

大垣 吉安商事株式会社

大垣 中井鋼業株式会社

大垣 松岡コンクリート工業株式会社

大垣 伊藤生コン株式会社

大垣 （株）オークラ

大垣 株式会社松屋商会

大垣 木村建設株式会社

大垣 株式会社大丸

大垣 昭和技研株式会社

大垣 タカケンサンシャイン株式会社

大垣 株式会社豊田モータース

大垣 株式会社名神

大垣 株式会社イビコーポレーション

大垣 ヒルムタ興業株式会社

大垣 コカ･コーラボトラーズジャパン(株)関支店大垣ＳＣ

大垣 株式会社三晃建設

大垣 株式会社チェリオ中部　岐阜営業所

大垣 中日ヒューム管株式会社

大垣 農事組合法人大垣南

大垣 日比野工業株式会社

大垣 三甲テキスタイル(株)

大垣 株式会社天木鉄工　

大垣 大橋建設株式会社

大垣 株式会社 タックジャパン

大垣 東海牛乳株式会社

大垣 岐建株式会社　機材部

大垣 株式会社高健商事　ミシン工業部

大垣 株式会社ダスキン大垣

大垣 大垣土木事務所

大垣 岐阜日産自動車株式会社　大垣万石店

大垣 東海サーモ株式会社

大垣 丸文工業株式会社

大垣 大垣西濃信用金庫　



大垣 イビケン株式会社

大垣 株式会社メディセオ　大垣支店

大垣 一般財団法人　中部電気保安協会　大垣営業所

大垣 山田硝子商事株式会社

大垣 株式会社ヨコハマタイヤジャパン　岐阜カンパニー西濃営業所

大垣 正和商事株式会社

大垣 株式会社大垣オートサービスセンター

大垣 三柏株式会社

大垣 太平洋工業株式会社　北大垣工場

大垣 松桂生コン株式会社

大垣 マルアイ石灰工業(株)

大垣 未来工業株式会社

大垣 稲川メタル株式会社

大垣 三景電機株式会社

大垣 株式会社スズケン　大垣支店

大垣 栗田鉄工株式会社

大垣 マジオドライバーズスクール大垣校

大垣 株式会社ノムラ

大垣 不二種苗株式会社

大垣 大垣市クリーンセンター

大垣 株式会社三浦工務店

大垣 大丸松下食品株式会社

大垣 株式会社説田屋根工業

大垣 アルフレッサ（株）　大垣支店

大垣 株式会社イビコン

大垣 株式会社ボンフォーム

大垣 コダマ樹脂工業株式会社

大垣 有限会社大屋建設

大垣 西美濃農業協同組合　

大垣 株式会社メディック

大垣 西日本三菱自動車販売株式会社　大垣店

大垣 岐阜トヨペット(株)　大垣店

大垣 太陽建設(株)

大垣 アルグラヴィティー株式会社

大垣 イビデングリーンテック株式会社

大垣 フタムラ化学株式会社　大垣工場

大垣 日本リファイン株式会社

大垣 株式会社 片野商会

大垣 株式会社土田商店

大垣 コマツカスタマーサポート株式会社　中部カンパニー　大垣支店

大垣 学校法人真徳寺学園　まこと幼稚園

大垣 輪之内町役場

大垣 大垣税務署

大垣 株式会社種田石油店

大垣 社会福祉法人安養福祉会　あおいこども園

大垣 社会福祉法人安養福祉会　むつみこども園

大垣 社会福祉法人大垣聖徳福祉会　きど保育園

大垣 社会福祉法人大垣聖徳福祉会　みのり保育園

大垣 株式会社桑原組

大垣 株式会社フォーラムホテル

大垣 川瀬産業株式会社

大垣 岐阜興業株式会社

大垣 西濃バナナ加工株式会社

大垣 西美濃農業協同組合　安八営農経済センター

大垣 西濃産業株式会社

大垣 大垣特別支援学校

大垣 株式会社大日組

大垣 株式会社美濃建設

大垣 株式会社丹羽住設

大垣 株式会社丸紅塗料　大垣店

大垣 岐阜日産自動車株式会社　大垣インター店

大垣 認定こども園　大垣ひかり保育園

大垣 株式会社久瀬建設

大垣 安八町役場



大垣 大垣プラスチック工業株式会社

大垣 有限会社中部工業

大垣 (株)マルエイ　大垣支店

大垣 株式会社斫木村

大垣 共栄自動車興業株式会社

大垣 睦産業株式会社

大垣 サーラE&L名古屋株式会社 大垣営業所

大垣 アイワ電設開発株式会社　大垣営業所

大垣 五光山彦株式会社　大垣営業所

大垣 岐阜日野自動車株式会社　大垣支店

大垣 株式会社伊藤建設

大垣 (株)ファミリー・リースキン

大垣 合資会社西孝

大垣 イビデンエンジニアリング(株)

大垣 今津管工株式会社

大垣 株式会社天近

大垣 小倉電気工事株式会社

大垣 ブリヂストンタイヤジャパン(株)岐阜カンパニー大垣営業所

大垣 株式会社竹中建設

大垣 ツルミ工業株式会社

大垣 伊藤配管工業株式会社

大垣 株式会社佐々木工業

大垣 大垣クリニック興業株式会社

大垣 株式会社佐藤工業所

大垣 大垣市立かわなみ作業所

大垣 株式会社ジー・シー

大垣 福寿司

大垣 (株)ヰセキ関西中部　岐阜営業部

大垣 岐阜日産自動車株式会社　大垣店

大垣 岐阜日産自動車(株)　大垣赤坂店

大垣 （株）飼沼

大垣 田澤電材株式会社　大垣営業所

大垣 髙田建設株式会社

大垣 (株)三ツ星呉服店

大垣 株式会社伊藤業務店

大垣 社会福祉法人大垣和敬会　わかたけ保育園

大垣 (株)高岩組

大垣 社会福祉法人大垣和敬会　みそぎ保育園

大垣 株式会社 西濃ガレージ

大垣 橋本産業(株)大垣営業所

大垣 日新蜂蜜(株)

大垣 株式会社後藤組

大垣 日建カッター興業株式会社

大垣 株式会社竹中業務店

大垣 大垣設備株式会社

大垣 浅野木材株式会社

大垣 株式会社島村商会

大垣 ダンロップタイヤ中部（株）大垣（営）

大垣 竹内建設株式会社

大垣 株式会社ワタミ

大垣 株式会社大光　　　

大垣 株式会社森養魚場

大垣 今村金属株式会社

大垣 株式会社赤尾工務店

大垣 株式会社トヨダ

大垣 櫻井金属株式会社

大垣 株式会社アオヤギ

大垣 田中建具

大垣 株式会社丸和資材

大垣 城山産業株式会社

大垣 大垣自動車センター株式会社

大垣 河合商事株式会社

大垣 豊和設備株式会社

大垣 株式会社　平塚家具



大垣 日伸工業株式会社　大垣工場

大垣 割烹　富士

大垣 株式会社川並自動車

大垣 赤堀硝子店

大垣 大垣トーヨー住器株式会社

大垣 (株)ショクブン　大垣営業所

大垣 栗山アルミ(株)

大垣 大垣日本大学高等学校

大垣 株式会社田中モータース商会

大垣 坪井自動車板金有限会社

大垣 岐阜日野自動車株式会社　安八営業所

大垣 株式会社地伸

大垣 株式会社寺沢製作所

大垣 株式会社レクストワン

大垣 有限会社太洋自動車

大垣 大安建設株式会社

大垣 株式会社岐大トラックセンター

大垣 株式会社　荒川組

大垣 イビデン株式会社　河間事業場

大垣 イビデン株式会社　青柳事業場

大垣 富士和商事株式会社　フジワ・カーサービス

大垣 有限会社髙田商店

大垣 中部事務機(株)　大垣支店

大垣 岐阜日産自動車株式会社　大垣西店

大垣 株式会社　三進

大垣 株式会社弥栄管工社

大垣 株式会社丸進自動車

大垣 有限会社神戸稲川電気商会

大垣 社会福祉法人浄華福祉会　宝林保育園

大垣 株式会社箕浦

大垣 株式会社古沢組

大垣 株式会社大垣クリーナー興業

大垣 有限会社安八重機

大垣 株式会社松栄楽器

大垣 （株）新井工務店

大垣 有限会社エスケージー

大垣 ホンダカーズ大垣静里店

大垣 日本郵便株式会社　大垣郵便局

大垣 木戸屋醸造株式会社

大垣 株式会社川口工務店

大垣 岐菱商事株式会社

大垣 小川防災株式会社

大垣 東芝電材マーケティング(株)　中部西支店

大垣 株式会社 名和装苑

大垣 企業組合　国乃産興

大垣 岐阜ヤナセ株式会社　大垣営業所

大垣 有限会社畑中自動車工業

大垣 フジヤ広告株式会社

大垣 株式会社安田電機管工

大垣 西松製材(有)

大垣 株式会社第一モータース

大垣 大垣スバル自動車(株)

大垣 株式会社牧野工務店

大垣 新和自動車工業株式会社

大垣 株式会社小川紙店

大垣 株式会社稲川電気

大垣 新日本ガス株式会社　大垣支店

大垣 株式会社ワカミヤ商会

大垣 株式会社 十六銀行　大垣支店

大垣 加納水道設備株式会社

大垣 日産部品東海販売株式会社　大垣店

大垣 株式会社東伸

大垣 大平工業株式会社

大垣 アンシンク株式会社



大垣 かっぽう宝

大垣 株式会社オーセロ

大垣 合資会社増井商店

大垣 (株)西濃雪乳販

大垣 税理士法人　清会計事務所

大垣 大垣消防組合北消防署

大垣 近江リース株式会社

大垣 株式会社新光堂硝子店

大垣 旭石油店

大垣 株式会社浅野屋

大垣 有限会社米由

大垣 株式会社小林モーターズ

大垣 株式会社のはら家電

大垣 有限会社太田モータース

大垣 久楽園

大垣 内外自動車株式会社

大垣 森永牛乳大垣販売店

大垣 八屋産業株式会社

大垣 川西工業株式会社

大垣 岐阜信用金庫 大垣支店

大垣 ゆうちょ銀行　大垣店

大垣 有限会社桂林

大垣 琵琶商事株式会社

大垣 宇野醤油株式会社

大垣 野原電研株式会社

大垣 大垣西濃信用金庫　本店営業部

大垣 有限会社三共工業

大垣 吉田拡産（株）

大垣 坂建設株式会社

大垣 浅野撚糸株式会社

大垣 株式会社吉田工務店

大垣 株式会社藤幸組

大垣 大垣精工株式会社

大垣 伊勢屋寿司

大垣 宝生砕石(株)

大垣 山田商店

大垣 株式会社ひかりクリーニング

大垣 新生テクノス株式会社 名古屋支店　大垣営業所

大垣 株式会社五右衛門レストラン・システム

大垣 オカダアイヨン株式会社　中部営業所

大垣 株式会社デリカスイト

大垣 株式会社アドユニオン

大垣 小森建設株式会社

大垣 株式会社　竹中組

大垣 株式会社 ペテマス

大垣 株式会社武村組

大垣 川合基礎株式会社

大垣 有限会社芝安

大垣 株式会社丸順　浅西工場

大垣 東京海上日動火災保険株式会社　大垣支社

大垣 (株)中部土建

大垣 株式会社沼波組

大垣 高橋塗装株式会社

大垣 アイビックス株式会社

大垣 株式会社斉藤商店

大垣 株式会社アイティ・コーエー

大垣 株式会社中央電機工業

大垣 株式会社光モータース

大垣 宮嶋造園

大垣 大垣市社会福祉協議会

大垣 株式会社セキノ興産　大垣店

大垣 一般社団法人西濃自家用自動車組合

大垣 株式会社毛利米穀

大垣 牧野屋



大垣 医療法人社団正和会　馬渕病院

大垣 株式会社中日ＡＶシステム

大垣 トヨタモビリティパーツ(株)岐阜支社 大垣営業グループ

大垣 大垣北スイミングスクール

大垣 株式会社三共建設

大垣 株式会社タカギ・パックス

大垣 有限会社大豊工業

大垣 株式会社　山北建設

大垣 ミドリサービス(株)

大垣 鈴木鋳造 株式会社

大垣 株式会社オーサコ

大垣 岐阜エンジニアリング株式会社

大垣 大幸重機株式会社

大垣 大屋商店有限会社

大垣 株式会社フタバモデル製作所　安八工場

大垣 株式会社小熊製作所

大垣 (株)大安工務店

大垣 トヨタＬ＆Ｆ中部株式会社　大垣営業所

大垣 三星砿業株式会社

大垣 株式会社セリア

大垣 株式会社 日商

大垣 株式会社　ハヤシ電器

大垣 川魚　今宿

大垣 (株)美建社

大垣 大垣消防組合中消防署

大垣 株式会社中井産機

大垣 株式会社イシイ

大垣 医療法人静風会　大垣病院

大垣 村武株式会社

大垣 太陽研磨材株式会社

大垣 生活協同組合コープぎふ　西濃支所　

大垣 共立コンピューターサービス株式会社

大垣 セコム株式会社　大垣支社

大垣 有限会社ヒダヤ

大垣 株式会社川瀬樹脂工業

大垣 (株)大建サービス

大垣 有限会社ナガヤ

大垣 青柳建材

大垣 西濃運輸(株)　大垣支店

大垣 大和工業株式会社

大垣 アイギ工業株式会社　岐阜工場

大垣 丸正産業株式会社

大垣 臼井牧場

大垣 松井工業株式会社

大垣 (株)福田屋石油

大垣 長良電業株式会社

大垣 美濃工研株式会社

大垣 ながさわこども園

大垣 東和商事株式会社　大垣工場

大垣 大垣市社会福祉事業団　お勝山ふれあいセンター

大垣 （公社）大垣地域シルバー人材センター

大垣 タック株式会社

大垣 大永工業株式会社

大垣 株式会社サンコー岐阜支店

大垣 株式会社百々工業

大垣 金森仕出し店

大垣 株式会社名晃

大垣 西美濃農協　オート大垣

大垣 ミナミ石材株式会社

大垣 株式会社　ダイコー

大垣 株式会社カミムラ

大垣 グリーンワークス株式会社

大垣 和銅株式会社　大垣支店

大垣 有限会社柿畑



大垣 損害保険ジャパン株式会社

大垣 株式会社大垣ケーブルテレビ

大垣 (株)山田商会　岐阜支店　大垣営業所

大垣 岐阜トヨタ自動車株式会社　大垣店

大垣 株式会社髙木商會

大垣 (株)アンパチ

大垣 株式会社大広商事

大垣 矢橋林業(株)　鋼材事業本部

大垣 たつみ寿司

大垣 丸硝株式会社

大垣 (株)キナン　大垣営業所

大垣 UDトラックス（株）　大垣カスタマーセンター

大垣 (有)マルシン渡辺建材

大垣 株式会社イワサキ住器

大垣 トヨタカローラ岐阜株式会社　大垣店

大垣 有限会社コウキ

大垣 株式会社養老技術センター

大垣 水都自動車株式会社

大垣 西美濃農業協同組合セレモニーセンター

大垣 株式会社三愛硝子

大垣 株式会社ひらばやし

大垣 有限会社安藤産業

大垣 株式会社中京医薬品　大垣営業所

大垣 イビデン株式会社　本社

大垣 共友リース（株）　大垣支店

大垣 有限会社福島

大垣 有限会社　丸智

大垣 株式会社アルタ

大垣 東建コーポレーション株式会社　ホームメイト大垣店

大垣 有限会社明和カッター

大垣 株式会社第三銀行　　大垣支店

大垣 大垣工業高校陸上競技部育成会

大垣 株式会社　光製作所

大垣 大垣機工株式会社テクニカルセンター

大垣 有限会社ヒロケン

大垣 株式会社エストテクニカ

大垣 株式会社旭クリエイト

大垣 ブレインシール株式会社

大垣 (有)セイノーガード

大垣 株式会社野田クレーン

大垣 西美濃農業協同組合 　中部支店　　　　

大垣 西美濃農業協同組合　精米センター

大垣 山中電機工業株式会社

大垣 イビデン株式会社　大垣事業場

大垣 有限会社荒川電気商会

大垣 ワタナベ設備工業株式会社

大垣 株式会社セイノー商事

大垣 株式会社中部創建

大垣 株式会社イビ

大垣 麦とろ大垣

大垣 マルアイ商事株式会社　西濃営業所

大垣 河合シャーリング（株）

大垣 （株）OKBビジネス

大垣 (株)ホンダ四輪販売丸順  ホンダカーズ大垣　新田店　

大垣 株式会社エフエヌティ

大垣 学校法人ＨＩＲＯ学園

大垣 株式会社ユタカファマシー

大垣 松井建設株式会社

大垣 株式会社川本工業

大垣 株式会社　明星

大垣 株式会社長楽園

大垣 株式会社電化ショップ　起明堂

大垣 旭エンタープライズ株式会社

大垣 岐阜県西濃農林事務所



大垣 スイトトラベル株式会社　駅前支店

大垣 株式会社　サンファミリー　大垣営業所

大垣 株式会社保安企画

大垣 東海マツダ販売株式会社　大垣店

大垣 大垣信和サービス株式会社

大垣 株式会社大翔

大垣 ネッツトヨタ岐阜株式会社　大垣店

大垣 有限会社アクアテクノ

大垣 岐阜トヨペット株式会社　大垣北店

大垣 岐阜トヨペット株式会社　大垣西店

大垣 株式会社Ｐ Ａ Ｒ Ｃ Ｏ Ｎ

大垣 三菱ケミカル株式会社　技術部　大垣工場（本今）

大垣 株式会社東海近畿クボタ　大垣営業所

大垣 大東建託株式会社　大垣支店

大垣 医療法人　麋城会

大垣 林工業株式会社

大垣 西濃機工株式会社

大垣 株式会社河合ボーリング

大垣 岐阜スバル自動車（株）　大垣長沢店

大垣 社会福祉法人大東福祉会

大垣 ＦＴＣ株式会社

大垣 ＮＤＳ株式会社岐阜支店　大垣保守センタ

大垣 (有)川口商店

大垣 平和自動車株式会社

大垣 あいおいニッセイ同和損害保険（株）大垣サービスセンター

大垣 堀田商会

大垣 三菱ケミカル物流株式会社

大垣 株式会社Ｓ．Ｉ．Ｍエレック

大垣 エコムカワムラ株式会社　輪之内工場本社

大垣 株式会社モリイチ商会

大垣 ステラ金属株式会社

大垣 西濃金属工業株式会社

大垣 東洋パッキング株式会社

大垣 橋本重機

大垣 有限会社和宏工業所

大垣 (株)山本工務店　

大垣 株式会社共亮興業

大垣 株式会社伸栄土木

大垣 株式会社　菓子問屋　カナモリ

大垣 木曽路　大垣店

大垣 有限会社日比野工業

大垣 社会福祉法人墨友会　特別養護老人ホーム サンヴェール大垣

大垣 ベストサポート株式会社

大垣 株式会社ハートサービス

大垣 大垣メンテナンス株式会社　和合営業所

大垣 株式会社薩摩

大垣 ホシザキ東海株式会社　大垣営業所

大垣 株式会社大垣共立銀行　藤江支店

大垣 丸岩推工株式会社　岐阜支店

大垣 ツヤ技研有限会社

大垣 株式会社アートユニフォーム岐阜

大垣 明大宅配センター

大垣 株式会社トミタ

大垣 株式会社中広　大垣支局

大垣 大垣市保健センター

大垣 社会福祉法人麋城会  特養友和苑

大垣 社会福祉法人浄華福祉会　木の花保育園

大垣 株式会社土屋産業

大垣 中電配電サポート(株)　大垣営業所

大垣 株式会社　ホンダカーズ岐阜中央　大垣禾森店

大垣 グレート　インフォメーション　ネットワーク株式会社

大垣 株式会社シンセン

大垣 社会福祉法人三縁の会　介護老人保健施設サットヴァの園

大垣 有限会社カルミア　デイサービスセンターくつろぎ



大垣 杉本商事株式会社　大垣営業所

大垣 浅草ひかりにこにこ園

大垣 三菱マテリアルテクノ株式会社　大垣事業所

大垣 西濃オート株式会社

大垣 日本郵便株式会社　墨俣郵便局

大垣 セイノーエンジニアリング株式会社

大垣 野原電研株式会社　ケアサポート事業部（柚子壱番館）

大垣 イビケン(株)　岐阜営業所

大垣 ニチイケアセンター和合

大垣 カトービルサービス株式会社　大垣出張所

大垣 岐阜ダイハツ販売(株)　大垣西店

大垣 株式会社鈴木榮光堂

大垣 ＳＫＹ.J.ワールド株式会社

大垣 学校法人大垣総合学園　岐阜協立大学

大垣 日本郵便株式会社　輪之内郵便局

大垣 (株)クレーンタル野田

大垣 株式会社Ｂ＆Ｗ　居酒屋花子

大垣 株式会社八神製作所　大垣営業所

大垣 東邦液化ガス(株)岐阜支店西濃営業所

大垣 イビデン産業（株）中曽根工場

大垣 イビデン産業（株）ＬＳ中曽根事業所

大垣 イビデン産業（株）インター工場

大垣 株式会社赤坂

大垣 大垣市社会福祉協議会　大垣市訪問看護ステーション

大垣 Ｋ Ｒ Ｈ株式会社

大垣 岐阜県西濃保健所

大垣 株式会社 古澤工芸

大垣 学校法人平野学園　キートスガーデン幼稚園

大垣 ロジスネクスト中部株式会社　大垣支店

大垣 （株）アルメックステクノロジーズ　中部支店

大垣 有限会社春塾

大垣 株式会社　中日岐阜サービスセンター　大垣営業所

大垣 日立建機日本株式会社　大垣営業所

大垣 株式会社イビデンキャリア・テクノ

大垣 株式会社別館飛山　美濃の郷　大垣店

大垣 （株）PALTAC　大垣支店

大垣 有限会社若園

大垣 岐阜スズキ販売(株)　スズキアリーナ大垣店

大垣 丹羽ガス株式会社

大垣 株式会社ソトージェイテック

大垣 リンクサービス株式会社

大垣 株式会社ホクエー電工

大垣 日本年金機構　大垣年金事務所

大垣 イビデン株式会社　大垣中央事業場

大垣 ロジスネクスト中部株式会社　西濃サービスセンター

大垣 有限会社トータル・ハーモニー

大垣 ブリヂストンタイヤサービス西日本（株）　大垣店

大垣 昭和架線工事(株)

大垣 (株)ナチュラル　はやかわクリニック　デイ・リハビリセンター

大垣 三縁証券株式会社　大垣支店

大垣 大東建託パートナーズ株式会社　大垣営業所

大垣 岐阜日野自動車株式会社　総合センター

大垣 エフピコ愛パック（株）　岐阜選別センター

大垣 株式会社Ｇｙt 大垣営業所

大垣 岐阜アサノコンクリート工業株式会社

大垣 特定非営利活動法人ごうどスポーツクラブ

大垣 大垣共立銀行　久瀬川支店

大垣 株式会社境葬祭

大垣 コロナキャットボウル　大垣店

大垣 株式会社　原芳商会　大垣営業所

大垣 イビデン株式会社　神戸事業場

大垣 岐阜県住宅供給公社

大垣 医療法人徳洲会　大垣徳洲会病院

大垣 (公財)岐阜県建設研究センター



大垣 株式会社メモリアホールディングス

大垣 (株)ガスパル　大垣販売所

大垣 株式会社セイノー情報サービス

大垣 未来技研(株)

大垣 農事組合法人わごう

大垣 西濃医療生活協同組合　介護センターしずさと

大垣 ケアサービスセンター いずみ

大垣 日本ニューホランド株式会社　中部営業所

大垣 西美濃農業協同組合　大垣営農経済センター

大垣 大垣市民病院

大垣 東海マツダ販売(株)　大垣バイパス店

大垣 （株）電算システム　テクノセンター

大垣 （一財）岐阜県環境管理技術センター西濃支所

大垣 西美濃農業協同組合輪之内支店

大垣 株式会社日比鉄工

大垣 株式会社ニチイ学館　ニチイケアセンター大垣墨俣

大垣 株式会社サイエンスネット

大垣 ＮＴＴ西日本ビジネスフロント(株)岐阜支店 大垣営業所

大垣 ダイドー株式会社　岐阜営業所

大垣 ニチイケアセンターうるう

大垣 三興商事株式会社　大垣営業所

大垣 株式会社防除研究所

大垣 岐阜精工株式会社

大垣 株式会社トラエント

大垣 (有)水野電気商会

大垣 中日本カプセル株式会社

大垣 三菱ケミカル物流株式会社

大垣 日本イベント企画株式会社

大垣 株式会社イビソク

大垣 東海労働金庫 大垣支店

大垣 ゆかりの郷デイサービスセンター二葉

大垣 明明電業株式会社

大垣 リハプライド　大垣ヒノキ

大垣 イビデン産業（株）油槽所

大垣 株式会社 トクデン

大垣 ゆたかデイサービスセンター中川

大垣 株式会社岩ごころ　

大垣 日本合成化学工業(株)生産技術本部大垣工場（神田）

大垣 三和シヤッター工業(株)大垣営業所

大垣 株式会社辰巳機設

大垣 サマーホーム株式会社

大垣 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク

大垣 株式会社ウノウ電子

大垣 株式会社　アール＆スマート

大垣 スーパービバホーム大垣店

大垣 （株）アズ・ライフケア　あずみ苑　大垣

大垣 コカ･コーラボトラーズジャパンベンディング（株）大垣ＳＣ

大垣 一般社団法人　日本自動車連盟 岐阜支部 大垣基地

大垣 （株）萩原商会　西濃支店

大垣 タマホーム株式会社　大垣店

大垣 日本空調サービス株式会社　大垣営業所

大垣 サンエス商事(株)

大垣 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　大垣事務所

大垣 クインテッサホテル大垣

大垣 株式会社ツクイ　 ツクイ大垣中野町

大垣 大垣消防組合　中消防署東分署

大垣 レッチ・オアシス

大垣 中部プロセスセンター株式会社

大垣 株式会社ヨシケイ岐阜　大垣営業所

大垣 株式会社OKBペイメントプラット

大垣 十六TT証券株式会社　大垣支店

大垣 (株)名鉄AUTO　大垣店

大垣 アイケイ株式会社

大垣 株式会社　みのり



大垣 株式会社三貴

大垣 西美濃農業協同組合 事故受付センター

大垣 西美濃農業協同組合 住宅ローンセンター

大垣 フジアルテ(株)大垣営業所

大垣 岐阜県農業共済組合 西濃支所

大垣 東海旅客鉄道(株) 大垣保線支区

大垣 (株)東京海上日動パートナーズ東海北陸岐阜支店　大垣支社

大垣 コパンスポーツクラブ大垣

大垣 株式会社ファーレン富山　フォルクスワーゲン大垣

大垣 株式会社トーエネックサービス大垣営業所

大垣 有限会社太閤建設

大垣 株式会社滋賀銀行大垣支店

大垣 岐阜ダイハツ販売株式会社　大垣南店

大垣 株式会社グリップ

大垣 西美濃農業協同組合　神戸支店

大垣 岡本住建株式会社

大垣 中電興業(株)大垣営業所

大垣 (株)大垣共立銀行 大垣駅前支店

大垣 エムイーシーテクノ(株)中部事業所 大垣出張所

大垣 岐阜県ＪＡビジネスサポート（株）大垣ふれあいプラザ

大垣 株式会社トーカイ

大垣 太陽建機レンタル株式会社大垣支店

大垣 中央工業有限会社

大垣 合資会社ケア・ワークス岐阜

大垣 日本機械保線(株)大垣事業所

大垣 ソフィア訪問看護ステーション大垣

大垣 名阪近鉄旅行(株)団体営業部岐阜営業課

大垣 株式会社大垣共立銀行赤坂支店

大垣 株式会社エディオン　大垣ベルプラザ店

大垣 Ｎ・ロード工輸商

大垣 アサヒサンクリーン在宅介護センター大垣

大垣 株式会社プログレス

大垣 株式会社方円堂書店

大垣 株式会社テクアノーツ中部事業所

大垣 伊藤信産業株式会社 岐阜西(営)

大垣 JAPAN TESTING LABORATORIES株式会社 浅西事業所

大垣 （株）共栄　西濃営業所

大垣 有限会社コスト商事

揖斐 (株)久保田工務店

揖斐 西濃建設株式会社

揖斐 株式会社ヤマモト

揖斐 昭和コンクリート工業株式会社　揖斐川工場

揖斐 岐阜県揖斐土木事務所

揖斐 太陽工業株式会社

揖斐 大野町役場

揖斐 株式会社矢野建材建設

揖斐 株式会社高田組

揖斐 高橋建設株式会社

揖斐 株式会社駒月農機具店

揖斐 揖斐建設(株)

揖斐 ラッキー工業株式会社

揖斐 有限会社清水工務店

揖斐 揖斐警察署

揖斐 株式会社ミツボシ

揖斐 株式会社野原組

揖斐 林工業株式会社

揖斐 中部電力株式会社　揖斐川サービスステーション

揖斐 独立行政法人水資源機構徳山ダム管理所

揖斐 揖斐土木建築工業株式会社

揖斐 株式会社明治屋ベーカリー

揖斐 株式会社山辰組

揖斐 白山建設株式会社

揖斐 揖斐昭和建設株式会社

揖斐 有限会社　橋本製材所



揖斐 株式会社古川工務店

揖斐 株式会社末永製作所

揖斐 イビデン樹脂株式会社

揖斐 旦鳥鉱山株式会社　本社

揖斐 国土交通省　中部地方整備局　越美山系砂防事務所

揖斐 西建産業株式会社

揖斐 アーボ株式会社　本社工場

揖斐 末永電気株式会社

揖斐 揖斐石油株式会社

揖斐 株式会社イチコウ

揖斐 株式会社さくらホーム

揖斐 揖斐川町役場

揖斐 いび川農業協同組合池田支店

揖斐 第一建設株式会社

揖斐 株式会社 松岡電気商会

揖斐 イワタニ東海株式会社　揖斐営業所

揖斐 いび川農業協同組合　大野支店

揖斐 株式会社 山本工務店

揖斐 山本産業株式会社

揖斐 株式会社トミタ

揖斐 立花屋旅館

揖斐 有限会社久保田商店

揖斐 株式会社野村建設

揖斐 池田町役場

揖斐 三栄自動車株式会社

揖斐 松本屋

揖斐 （福）慈光会　認定こども園うぐいす

揖斐 社会福祉法人池田保育園

揖斐 宗教法人　平和協会

揖斐 合資会社大橋家　揖斐川丘苑

揖斐 東海森紙業株式会社岐阜事業所

揖斐 株式会社　共同組

揖斐 ナルセデンキ株式会社

揖斐 揖斐川生コンクリート工業株式会社　藤橋工場

揖斐 (株)大豊建材

揖斐 有限会社平井産業

揖斐 いび川農業協同組合小島支店

揖斐 株式会社　アクリア

揖斐 揖斐郡消防組合消防本部

揖斐 谷汲しいたけ園

揖斐 田中工業株式会社

揖斐 いび川農業協同組合　オートセンター

揖斐 岐阜産研工業株式会社

揖斐 特別養護老人ホーム　サンビレッジ新生苑

揖斐 魚勝

揖斐 橋本屋　月夜谷山荘

揖斐 有限会社松幸

揖斐 株式会社 揖斐自動車修理工場

揖斐 山寅商店

揖斐 水月亭

揖斐 有限会社久保田建設

揖斐 株式会社東海近畿クボタ　揖本営業所

揖斐 学校法人佐木学園　揖斐幼稚園

揖斐 有限会社タカザキ設備機器

揖斐 有限会社瀬川工務店

揖斐 松岡工務株式会社

揖斐 山村砕石株式会社

揖斐 揖斐郡森林組合

揖斐 有限会社 揖斐川清掃

揖斐 株式会社谷汲砕石

揖斐 岐西興産株式会社

揖斐 株式会社谷田商店

揖斐 株式会社山本呉服店

揖斐 有限会社馬渕重機



揖斐 有限会社若山組

揖斐 株式会社遠藤設備工業

揖斐 清流荘

揖斐 株式会社興和

揖斐 有限会社橋本組

揖斐 株式会社村松組

揖斐 小川工務店

揖斐 有限会社西濃自動車工業

揖斐 大垣消防組合北部消防署

揖斐 株式会社エーデルダイケン

揖斐 株式会社鈴龍

揖斐 サンコー技建株式会社

揖斐 いび川農業協同組合　総務部総務課

揖斐 株式会社髙橋建設

揖斐 （株）いび製茶

揖斐 中日本技工株式会社

揖斐 (株)大鹿印刷所

揖斐 株式会社タカダカレンダー

揖斐 （社福）瑞泉福祉会　八幡保育園

揖斐 有限会社國枝工務店

揖斐 東神電工株式会社

揖斐 社会福祉法人　擁童協会

揖斐 学校法人野々村学園　コスモ幼稚園

揖斐 カネマタ食品工業株式会社

揖斐 株式会社山晃

揖斐 所産業株式会社

揖斐 有限会社あわの商会

揖斐 三宝化学工業株式会社　揖斐川食品事業所

揖斐 川の駅　旬の味　おか多

揖斐 旭建設株式会社

揖斐 株式会社　河村綜建

揖斐 萬屋

揖斐 株式会社キナン　揖斐営業所

揖斐 有限会社ニュー池田

揖斐 イビデン株式会社　大垣北事業場

揖斐 加藤建設株式会社　

揖斐 栗本建材(株)　クリモトコンクリート

揖斐 株式会社 協和安全

揖斐 大和産業株式会社

揖斐 (有)濃尾総業

揖斐 株式会社遠藤造園

揖斐 株式会社　大垣共立銀行　揖斐支店

揖斐 井谷商店

揖斐 株式会社　東海リード

揖斐 財団法人いびがわ

揖斐 株式会社イソカワ

揖斐 (株)シミズ工業

揖斐 株式会社サンシャイン春日

揖斐 株式会社池田環境保全

揖斐 株式会社服部管工

揖斐 安田工業株式会社

揖斐 有限会社東海中河総業

揖斐 社会福祉法人照偶会　　

揖斐 厚生産業株式会社

揖斐 岐阜県揖斐農林事務所

揖斐 株式会社藤正組

揖斐 鮎料理やな川

揖斐 いび川農業協同組合　訪問介護ステーション

揖斐 (株)東洋スタビ

揖斐 株式会社　印刷工房

揖斐 有限会社マルミツ土建

揖斐 えのきや

揖斐 児童養護施設 樹心寮

揖斐 有限会社美里



揖斐 有限会社杉山工務店

揖斐 介護老人保健施設 プラザ２１ おおの

揖斐 岐阜県揖斐県事務所

揖斐 有限会社リサイクル・クリーン神原

揖斐 岐阜県立大垣南高等学校　硬式野球部

揖斐 特別養護老人ホーム　尚和園

揖斐 社会福祉法人市橋保育園

揖斐 山本商事株式会社

揖斐 社会福祉法人揖斐川町社会福祉協議会

揖斐 株式会社　和

揖斐 (株)イノアックコーポレーション　西濃事業所

揖斐 日本郵便株式会社　揖斐川郵便局

揖斐 日本郵便株式会社　池田郵便局

揖斐 日本郵便株式会社　大野郵便局

揖斐 岐阜県立揖斐特別支援学校

揖斐 岐阜総合学園高等学校男子ホッケー部　渡邊誠

揖斐 だるま堂製菓株式会社

揖斐 揖斐川町役場 藤橋振興事務所

揖斐 揖斐川町役場　久瀬振興事務所

揖斐 揖斐川町役場　坂内振興事務所

揖斐 揖斐川町役場 春日振興事務所

揖斐 揖斐川町役場 谷汲振興事務所

揖斐 揖斐広域連合

揖斐 大野クローバー幼稚園

揖斐 社会福祉法人擁童協会　西濃サンホーム

揖斐 有限会社セイブ供給センター

揖斐 岐阜県厚生農業協同組合連合会　揖斐厚生病院

揖斐 池田温泉

揖斐 医療法人社団橘会　介護老人保健施設西美濃さくら苑

揖斐 けやきパートナーズ税理士法人

揖斐 岐阜興産株式会社　鉱山事業部

揖斐 揖斐郡北西部地域医療センター

揖斐 社会福祉法人　柊和会

揖斐 (株)西武管商　西濃店

揖斐 揖斐川町学校給食センター

揖斐 株式会社丸正実業

揖斐 有限会社伊丹製作所

揖斐 社会福祉法人　擁童協会　西濃向生園

揖斐 サシヒロ株式会社

揖斐 岐阜工業株式会社　木曽屋工場

揖斐 社会福祉法人　池田町社会福祉協議会

揖斐 島工業サービス(株)

揖斐 (株)久保田

揖斐 株式会社サンワ

揖斐 株式会社森住建

揖斐 株式会社エノモト農材

揖斐 三気建設株式会社

揖斐 株式会社　新川組

揖斐 株式会社清翔

揖斐 泉左官住設（株）

揖斐 医療法人　悠信会　介護老人保健施設ラポール

揖斐 小森デイケアリハビリセンター

揖斐 有限会社　住託考房

揖斐 アイビーテクノ株式会社

揖斐 (株)マルダイ

揖斐 レッツ倶楽部いけだ

揖斐 アイビー電子工業株式会社

揖斐 島工業株式会社

揖斐 有限会社　サポートいび

揖斐 株式会社スワンプラージ

揖斐 中部電力株式会社　揖斐水力管理所

揖斐 株式会社　松大

揖斐 大野町社会福祉協議会

揖斐 株式会社馬渕組



揖斐 大垣西濃信用金庫　揖斐川支店

揖斐 株式会社ハラテックス

揖斐 西濃産業株式会社　揖斐営業所　

揖斐 株式会社サン・シング東海

揖斐 医療法人ORALISS　デイサービスくつい

揖斐 株式会社共栄産業

揖斐 ヒロサワ機械株式会社岐阜工場

北方 株式会社堀部工務店

北方 北方警察署

北方 田中建設工業(株)

北方 (株)松野組

北方 三和建設工業株式会社

北方 岐阜県本巣市役所　

北方 杉山建設株式会社

北方 岐阜工業高等専門学校

北方 共栄工業株式会社

北方 瑞穂市役所　穂積庁舎

北方 三甲株式会社

北方 本巣市役所　根尾分庁舎

北方 ぎふ農業協同組合 本巣支店

北方 岐阜第一高等学校

北方 ぎふ農業協同組合糸貫支店

北方 アバンステクノ株式会社

北方 黒田建設(株)

北方 北方自動車学校

北方 株式会社所組

北方 敷島産業株式会社

北方 岐阜工業株式会社　巣南工場

北方 上村建設株式会社

北方 高井建設株式会社

北方 株式会社森ブロック

北方 北川金属工業株式会社

北方 北方ポンプ工業株式会社

北方 東栄工業株式会社

北方 本巣市役所　糸貫分庁舎

北方 北方町役場

北方 中部ライン株式会社

北方 瑞穂市役所　巣南庁舎

北方 株式会社わかのや

北方 魚　伴

北方 学校法人敬愛学園　北方幼稚園

北方 有限会社棚橋自動車

北方 有限会社昇平楼

北方 アオ山

北方 瑞穂工業株式会社

北方 株式会社松尾モータース

北方 水野工業株式会社

北方 本巣市役所　真正分庁舎

北方 日本郵便株式会社　穂積郵便局

北方 株式会社鵜飼

北方 岐阜市消防本部　本巣消防署

北方 東海包装株式会社

北方 住友建機販売(株)中部統括部岐阜営業所

北方 有限会社石丸組

北方 ぎふ農業協同組合 北方支店

北方 (株)丸高建設

北方 料理　かみや

北方 文殊建設株式会社

北方 株式会社パールイデア

北方 矢野建設株式会社

北方 岐阜食品株式会社

北方 川魚料理　みかみ

北方 清水屋

北方 大日本警備保障株式会社



北方 郡上鋪道株式会社

北方 白木建設株式会社

北方 丸門建設株式会社

北方 株式会社不二産業

北方 株式会社レストラン淡路　北方営業所

北方 丸文産業株式会社

北方 株式会社松浦トヨタリフトサービス

北方 熊沢材木店　　

北方 株式会社富士

北方 岐塩株式会社　本社

北方 株式会社川口組

北方 株式会社杉本商会

北方 瑞穂市立　ほづみ幼稚園

北方 板屋生コンクリート株式会社

北方 有限会社馬渕興業

北方 株式会社美濃環境保全社

北方 本巣市立外山小学校

北方 太陽電機工業株式会社

北方 有限会社根尾開発

北方 岐阜県立岐阜農林高等学校

北方 中央清掃株式会社

北方 樽見鉄道株式会社

北方 株式会社青谷商店

北方 株式会社　岐阜武

北方 和食処　乙姫

北方 文殊住建株式会社

北方 株式会社大垣鐵工所

北方 中京実業株式会社

北方 浅川建設株式会社

北方 トキノ屋食品株式会社

北方 香山建設有限会社

北方 株式会社広江組

北方 株式会社マン・ネン

北方 有限会社日本泉

北方 柿ヶ瀬重機株式会社

北方 近藤建設株式会社

北方 株式会社北川鉄工所

北方 森松工業(株)本社工場

北方 財団法人日本少年野球連盟岐阜県支部　岐阜クラブ

北方 株式会社中日本ランドスケープ

北方 新潮印刷(株)

北方 東洋プレコン工業株式会社

北方 株式会社能工

北方 藤村木材株式会社

北方 株式会社川口タオルサービス

北方 有限会社松田組

北方 株式会社平光製作所

北方 株式会社エフテレワーク

北方 有限会社照喜

北方 季節料理　山びこ

北方 アサヒ株式会社

北方 東和コンサルタント（株）

北方 美濃製紙原料株式会社

北方 株式会社 太洋社

北方 寿し・和食　築地

北方 株式会社　大垣共立銀行　穂積支店

北方 日本キャタピラー合同会社

北方 もとす広域連合 老人福祉施設大和園

北方 株式会社　かじ繁

北方 株式会社新東工機製作所

北方 積和建設中部株式会社　岐阜支店

北方 日本印刷株式会社

北方 一丸ファルコス株式会社

北方 株式会社アルテック



北方 有限会社桑原電気

北方 株式会社十六銀行　北方支店

北方 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　うすずみ温泉四季彩館

北方 株式会社スギヤマメカレトロ

北方 株式会社偕拓堂サービス

北方 藤倉自動車株式会社　本巣店

北方 社会福祉法人信和会　特別養護老人ホームほづみ園

北方 特別養護老人ホーム根尾川ガーデン

北方 中濃産業株式会社

北方 味彩　やちぐさ

北方 レシップ株式会社

北方 グローバル警備保障有限会社

北方 株式会社ジアス

北方 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

北方 株式会社黒川産業

北方 有限会社大山主計

北方 有限会社瀬川園

北方 福田設備工業株式会社

北方 有限会社潮音坊

北方 株式会社鷲見建設

北方 (株)岐西建設

北方 真正老人福祉センター

北方 株式会社宝機材

北方 岐阜県警察本部　刑事部　機動捜査隊

北方 岐阜県警察本部交通部交通機動隊

北方 岐阜トヨペット株式会社　真正店

北方 豊和建設株式会社

北方 社会福祉法人本巣市社会福祉協議会　糸貫ぬくもりの里

北方 株式会社トーヨー

北方 （有）泉緑化

北方 農事組合法人　巣南営農組合

北方 株式会社エム・シー・システム

北方 井納建設（株）

北方 イカリ消毒株式会社　岐阜営業所

北方 岐セン(株)　穂積工場

北方 清流みずほ認定こども園

北方 千勝建設株式会社

北方 （株）三協乾物店

北方 岐阜県警察本部地域部自動車警ら隊

北方 小塚メタル株式会社

北方 株式会社マルショウ

北方 株式会社イワタ

北方 株式会社鷲見建設工業

北方 岐阜工業電子株式会社

北方 スポーツクラブ　ルネサンス岐阜LCワールド

北方 オクアキ株式会社

北方 有限会社加藤サービス

北方 貴動建設株式会社

北方 松野コンクリート工業株式会社

北方 新日本ガス株式会社　本巣支店

北方 タマホーム株式会社瑞穂支店

北方 有限会社堀産業

北方 岐阜信用金庫　穂積支店

北方 株式会社サインフジ

北方 医療法人清光会

北方 クローバーエース株式会社

北方 株式会社　奥村工業

北方 岐阜市消防本部　瑞穂消防署

北方 ぎふ農業協同組合　巣南支店

北方 岐阜日野自動車(株)　本巣支店

北方 (株)ながもり　西濃店

北方 本巣市立真正幼児園

北方 本巣市立本巣幼児園

北方 本巣市立糸貫西幼児園



北方 本巣市立糸貫東幼児園

北方 本巣市学校給食センター

北方 学校法人　朝日大学

北方 日本郵便株式会社　北方郵便局

北方 有限会社シンセイ

北方 ぎふ農業協同組合　穂積支店

北方 豊田工業株式会社

北方 東海環境事業株式会社

北方  スマイルデイまくわ

北方 昭和電設株式会社

北方 株式会社愛岐通信

北方 有限会社龍喜建設

北方 株式会社ナルセ

北方 有限会社成田工務店

北方 岐阜市消防本部　本巣消防署本巣北分署

北方 渡辺工業株式会社　

北方 (株)山内組

北方 長良化学工業株式会社　本巣工場

北方 （株）サンテリア

北方 有限会社丸孝水産

北方 社会福祉法人　本巣市社会福祉協議会　本巣老人福祉センター

北方 ネッツトヨタ岐阜(株)　北方店

北方 アエラホーム株式会社　岐阜瑞穂店

北方 リンタツ株式会社　岐阜支店

北方 株式会社塩見

北方 日本郵便株式会社　巣南郵便局

北方 岐阜信用金庫　もとす支店

北方 岐阜興産株式会社　本巣事業部

北方 社会福祉法人　特別養護老人ホーム　フレンドリーおりべ

北方 神海幼児園　

北方 ヤマガタヤ産業（株）西濃店

北方 株式会社十六銀行　穂積支店

北方 ニチイケアセンター本巣

北方 中村青果株式会社

北方 共友工務店株式会社

北方 社会福祉法人北方町社会福祉協議会

北方 本巣市立根尾幼児園

北方 株式会社ミズノ常備薬

北方 株式会社ＦＵＪＩＧＡＭＩ

北方 レンテック大敬(株)岐阜西営業所

北方 株式会社ホンダカーズ岐阜　Honda Cars岐阜北方店

北方 (株)松野組　重機倉庫（五反）

北方 (有)揖斐・本巣クリーナー

北方 本巣市立真桑幼児園

北方 本巣市立弾正幼児園

北方 有限会社吉村業務店

北方 (株)山西　岐阜店

北方 森松工業株式会社　屋井工場

北方 森松工業(株)本巣工場

北方 日本インシュレーション株式会社

北方 株式会社エネアーク中部

北方 医療法人社団　ライフプロモート

北方 株式会社　セレックス　岐阜西営業所

北方 (株)トーエネック　岐阜北営業所　

北方 本巣市社会福祉協議会　根尾高齢者生活福祉センター

北方 東海マツダ販売（株）サンブリッジ本巣店

北方 東光タイヤ工業（株）関西営業所

北方 ミライフ西日本(株)岐阜店

北方 (株)ワールドグルメハウス　丸髙食品

北方 東陽電気工事有限会社

北方 株式会社　センコー技研

北方 株式会社アンカー

北方 任意ボランティア団体　リフレもとす

北方 株式会社　三共



北方 ヤンマーアグリジャパン株式会社　本巣支店

北方 岐阜トヨタ自動車株式会社　Ｕ－ランド北方店

北方 社会福祉法人和光会　訪問看護ステーション北方

北方 ニチイケアセンターほずみ

北方 大垣西濃信用金庫　北方支店

北方 新日本金属工業(株)

北方 (株)トーエネックサービス 岐阜北営業所

北方 日立建機日本(株)岐阜西営業所

北方 (株)プライド物流

北方 株式会社穂積電気商会

北方 ＭＴＫ株式会社穂積営業所

北方 株式会社ユイテック

北方 株式会社東海プランニング

北方 (株)大橋自動車鈑金塗装

北方 自然応用科学株式会社岐阜第一工場

北方 大洋電機株式会社岐阜工場

山県 山県市役所

山県 ミズタニバルブ工業株式会社

山県 ニイミ産業株式会社

山県 山県警察署

山県 美山生コン株式会社

山県 株式会社早川鐵工所

山県 株式会社水生活製作所

山県 (株)岐工建設

山県 双葉ボビン(株)　山県工場

山県 恩田工業(株)

山県 株式会社美輝土木

山県 （株）大雅

山県 宗教法人天理教美國分教会

山県 春乃家会館

山県 (有)河野水道工業　山県支店

山県 株式会社朝日会館

山県 株式会社三洋組

山県 大一建設株式会社

山県 株式会社原田鉄工

山県 株式会社 十六銀行　高富支店　

山県 アーバンフォレスト株式会社

山県 株式会社永井精機

山県 はなぞの北幼稚園

山県 日本料理川島

山県 岐阜市消防本部　山県消防署

山県 有限会社丸昭髙井建設

山県 株式会社衣笠製麺

山県 有限会社日吉屋　　御食事処松月

山県 株式会社岐北冷機

山県 岐阜アグリフーズ株式会社

山県 大桑建設株式会社

山県 岐阜中央森林組合

山県 社会福祉法人　同朋会　伊自良苑

山県 マルタ

山県 株式会社花村自動車

山県 有限会社トモエ物産

山県 株式会社藤澤自動車

山県 玉井土木株式会社

山県 株式会社東海化成工業所

山県 株式会社三建エンジニアリング

山県 有限会社村瀬建設

山県 (株)五角産業

山県 株式会社カワダ工業

山県 株式会社中部合成

山県 東邦化学工業株式会社

山県 (株)洞山工務店

山県 社会福祉法人山県市社会福祉協議会

山県 魚　博



山県 中島清掃株式会社　

山県 株式会社多喜プラスチック

山県 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

山県 （株）大鹿造園土木

山県 日本郵便株式会社　高富郵便局

山県 社会福祉法人同朋会　特別養護老人ホーム椿野苑

山県 株式会社山清

山県 上野塾

山県 株式会社大垣共立銀行　高富支店

山県 (社福)同朋会障害者支援施設　生活の家桜美寮

山県 株式会社　ウェイブ

山県 ネッツトヨタ岐阜(株)　高富店

山県 社会福祉法人あしたの会　あしたの会　自然の家

山県 介護老人保健施設　山県グリーンポート

山県 (株)仙台銘板　岐阜営業所

山県 美山建設株式会社

山県 岐阜県ＪＡビジネスサポート(株)

山県 モリタ株式会社

山県 (株)フジタ 名古屋支店 山県ＩＣ作業所

郡上 郡上市役所

郡上 郡上市役所　大和振興事務所

郡上 株式会社髙垣組

郡上 中部電力パワーグリッド(株) 関営業所 八幡サービスステーション

郡上 岐阜県郡上土木事務所

郡上 岐阜県郡上警察署

郡上 株式会社大西組

郡上 大西商事株式会社

郡上 二村建設株式会社

郡上 有限会社石徹白土建

郡上 株式会社丸芳組

郡上 株式会社東建設

郡上 野田建設（株）

郡上 郡上市役所　和良振興事務所

郡上 株式会社平澤商店

郡上 郡上市役所　白鳥振興事務所

郡上 岐阜ダイハツ販売(株)　郡上店

郡上 郡上生コン株式会社

郡上 株式会社永田工務店

郡上 日本郵便株式会社　郡上八幡郵便局

郡上 郡上市役所明宝振興事務所

郡上 郡上市役所高鷲振興事務所

郡上 郡上市役所美並振興事務所

郡上 株式会社三光工務店

郡上 古川土木株式会社

郡上 郡上ガス株式会社　

郡上 大塚林業合資会社

郡上 （株）トーエネック　八幡営業所

郡上 郡上板金企業組合

郡上 めぐみの農業協同組合　白鳥支店

郡上 日本郵便株式会社　白鳥郵便局

郡上 郡上八幡福祉事業協同組合

郡上 株式会社奥田建設

郡上 株式会社丸八生コン

郡上 白鳥建設協業組合

郡上 株式会社 北栄工事

郡上 湯上建材株式会社

郡上 株式会社北濃工務店

郡上 有限会社古川林業

郡上 株式会社丸高組

郡上 (株)前田土木

郡上 松山電機株式会社

郡上 株式会社畑佐土木

郡上 株式会社青木鐵工所

郡上 株式会社髙橋建設



郡上 アオキリース株式会社

郡上 株式会社木越組

郡上 三和株式会社　大和工場

郡上 辻下製材所

郡上 株式会社　笠野建設

郡上 中部石油株式会社

郡上 東和観光株式会社

郡上 穂積建設株式会社

郡上 丸八建設株式会社

郡上 めぐみの農業協同組合　郡上支店

郡上 金松館

郡上 株式会社八幡建設

郡上 株式会社マルフジ建鉄

郡上 株式会社白山電機

郡上 社会福祉法人　円德児童福祉会　まどか保育園

郡上 株式会社鷲見建設

郡上 株式会社テラキチ

郡上 学校法人妙高学園

郡上 株式会社　藤村建設

郡上 社会福祉法人　慈教会　慈教保育園

郡上 株式会社曽我工務店

郡上 丸一建設株式会社

郡上 八幡信用金庫

郡上 社会医療法人　白鳳会　鷲見病院

郡上 郡上森林組合

郡上 浄心こどもの城

郡上  株式会社三島建築

郡上 大中保育園

郡上 株式会社日吉クレーン工業

郡上 医療法人新生会　八幡病院

郡上 株式会社渡辺瓦店

郡上 奥濃飛白山観光(株)　（ホテル積翠園）

郡上 木島建設合資会社

郡上 学校法人白鳥学園　白鳥こども園

郡上 みずかみ

郡上 株式会社千虎観光

郡上 白鳥自動車整備協業組合

郡上 株式会社松田電機工業所　和良工場

郡上 サンテック株式会社

郡上 西脇建設株式会社

郡上 郡上自動車学校

郡上 JAめぐみの　美並支店

郡上 医療法人春陽会　慈恵中央病院

郡上 めぐみの農協　郡上配送センター

郡上 郡上市消防本部 郡上中消防署

郡上 奥美濃建設株式会社

郡上 瀬上建設（株）

郡上 株式会社水口建設

郡上 (株)ヤマシタ工務店　本社

郡上 覇楼館

郡上 日置アルミ株式会社

郡上 (有)勝美屋

郡上 株式会社山越建設

郡上 株式会社郡上電気

郡上 小駄良電工(有)

郡上 清竜旅館

郡上 住友建機販売株式会社　郡上営業所

郡上 河合建設株式会社

郡上 合名会社高畑温泉

郡上 有限会社坪井石材

郡上 オクド株式会社

郡上 カネコ株式会社

郡上 澤崎建設株式会社

郡上 株式会社ヤノハラオートライン



郡上 株式会社スミトメ

郡上 株式会社 丸高商事

郡上 社会福祉法人和光児童福祉会　ひかりの丘こども園

郡上 株式会社名畑組

郡上 株式会社丸登建設

郡上 有限会社エーテック郡上

郡上 ダイナランド

郡上 たにや

郡上 株式会社明方愛林

郡上 株式会社ミノグループ　

郡上 有限会社東海電工社

郡上 株式会社ウスダ

郡上 株式会社寅嬉屋

郡上 株式会社中尾建設

郡上 株式会社八幡環境

郡上 本州採石有限会社

郡上 めいほう高原開発(株)

郡上 郡上バカンス（株）

郡上 有限会社尾藤建築板金

郡上 磨墨の里  旅館・民宿くご

郡上 めぐみの農業協同組合　高鷲支店

郡上 明宝特産物加工株式会社

郡上 株式会社アルペン　ウイングヒルズ白鳥リゾート

郡上 株式会社揚山土木

郡上 有限会社庖味屋

郡上 郡上宇部生コンクリート株式会社

郡上 東海鋼管株式会社

郡上 割烹  松  屋

郡上 奥長良観光開発(株)

郡上 株式会社わかば

郡上 有限会社田中ブルドーザ

郡上 お食事処きく本

郡上 株式会社郡上合板

郡上 株式会社イトウ林産

郡上 株式会社愛濃技建

郡上 谷口商店

郡上 株式会社三島組

郡上 白鳥林工協業組合

郡上 郡上北消防署

郡上 株式会社丸三

郡上 株式会社マルフジ

郡上 東田建設

郡上 丸曽建設株式会社

郡上 有限会社増田工務店

郡上 有限会社愛里

郡上 郡上鋪道株式会社

郡上 株式会社南出測量設計

郡上 株式会社牧歌コーポレーション

郡上 株式会社白滝工業

郡上 カツラ工業株式会社

郡上 (株)ヤマシタ工務店　郡上本店

郡上 日本ハイウェイサービス株式会社　八幡事業所

郡上 有限会社　アドベンチャーラフティング

郡上 株式会社金山住建

郡上 株式会社セリアエンジニアリング

郡上 株式会社畑中水道

郡上 株式会社和田梅

郡上 初音サービス

郡上 尾村美建有限会社

郡上 有限会社髙垣工務店

郡上 有限会社森信建設

郡上 有限会社　高建コーポレーション

郡上 株式会社白山測量

郡上 株式会社清水建設



郡上 株式会社アイゲン

郡上 株式会社マルエイ　郡上支店

郡上 有限会社松田土木

郡上 料理仕出し　玉　森

郡上 せせらぎ緑風苑

郡上 株式会社丸義ボーリング

郡上 パブリックシステム株式会社

郡上 株式会社アシスト

郡上 岐阜県郡上農林事務所

郡上 サンメンバーズひるがの

郡上 有限会社日之出電気

郡上 一般財団法人 中部電気保安協会　八幡営業所

郡上 株式会社大垣共立銀行　八幡支店

郡上 有限会社明宝オートサービス

郡上 岐阜県立郡上北高等学校　硬式野球部OB会

郡上 株式会社ミノグループ　

郡上 ニューパークひるが野管理事務所

郡上 株式会社庄川砂利

郡上 レストラン 日高

郡上 株式会社大日造園土木

郡上 (有)ヤマダ建工

郡上 有限会社平田組

郡上 有限会社兄弟板金工業

郡上 株式会社カタギリテック

郡上 有限会社花屋の加藤

郡上 社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 八幡ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

郡上 社会福祉法人郡上市社会福祉協議会　　美並地域

郡上 社会福祉法人郡上市社会福祉協議会　　高鷲地域

郡上 社会福祉法人郡上市社会福祉協議会　　白鳥地域 

郡上 社会福祉法人郡上市社会福祉協議会　　大和地域

郡上 株式会社羽田野ゴム製作所

郡上 株式会社白鳥フーズ

郡上 岐阜県立郡上特別支援学校

郡上 民宿小野荘　　田舎の宿おのそう

郡上 八屋

郡上 （有）遠藤葬具店

郡上 有限会社オゼキ電機

郡上 中部スノーアライアンス（株）高鷲スノーパーク

郡上 （株）共栄コンサルタント

郡上 株式会社水力機電工事　東海支社 白鳥事業所

郡上 岐阜県立郡上高等学校サッカー部保護者会

郡上 株式会社北栄建設

郡上 株式会社郡上物産

郡上 有限会社竹下建築

郡上 郡上丸池電機（株）

郡上 有限会社岡崎設備工業

郡上 郡上ガス株式会社　八幡営業所

郡上 めぐみの農業協同組合 郡上加工事業所

郡上 めぐみの農業協同組合和良支店

郡上 有限会社大原林産

郡上 有限会社名岐サービスセンター　郡上店

郡上 株式会社とおやま

郡上 ディープ・フォーレスト株式会社

郡上 株式会社あおやま

郡上 株式会社ビックスマイル 岐阜営業所

郡上 社会福祉法人ぶなの木福祉会　ぶなの木学園

郡上 株式会社郡上リビングサービス　

郡上 日本郵便(株)　高鷲郵便局

郡上 株式会社あくだテック

郡上 日本郵便株式会社　明宝郵便局

郡上 ヤマガタヤ産業（株）郡上店

郡上 (株)西武管商　郡上店

郡上 岐阜トヨタ自動車(株)　八幡店

郡上 中部スノーアライアンス(株)　ひるがの高原



郡上 ミシマ建設株式会社

郡上 セレモニーホール天昇

郡上 (株)ケイエスケイ

郡上 カルヴィラいとしろ

郡上 郡上大和総合開発株式会社

郡上 前田・大日本・市川・ＴＳＵCHIYA　ＪＶ

郡上 （株）穂積トレイド　岐阜支店

郡上 大中石油株式会社

郡上 社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 明宝ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

郡上 株式会社デッキーズ

郡上 青木あすなろ建設株式会社　大谷トンネル作業所

郡上 コマツカスタマーサポート株式会社

郡上 有限会社　サトウ塗装

郡上 東海マツダ販売株式会社　郡上店

郡上 (株)西行土木　大谷トンネル作業所

郡上 特定非営利活動法人　りあらいず和

郡上 猪島工業株式会社

郡上 篠田(株)郡上営業所

郡上 有限会社ノバネットワークス

郡上 株式会社奥美濃プロデュース

郡上 株式会社カー・ポート・マドカ

郡上 ホテル　ヴィラ・モンサン

郡上 社会福祉法人ぶなの木福祉会　ともいきの里東弥

郡上 （株）インフォメーションネットワーク郡上八幡

関 岐阜県警察関警察署

関 株式会社森七組

関 岐阜県関自動車学校(株)

関 カイインダストリーズ株式会社　

関 三星刃物株式会社

関 (株)トーヨーキッチンスタイル

関 関市役所

関 株式会社野田建設

関 株式会社スミカマ

関 青協建設株式会社

関 東栄管機株式会社　岐阜工場

関 株式会社レミックマルハチ

関 宮川工業株式会社

関 日本郵便株式会社　関郵便局

関 林刃物株式会社

関 日本利器工業株式会社　

関 早川工業株式会社

関 東明金属株式会社

関 有限会社林モータース

関 シンワ菱油(株)

関 株式会社田下建設

関 奥田プロパン

関 東海自動車販売株式会社

関 田中製紙工業株式会社

関 株式会社ヤクセル

関 株式会社サンクラフト

関 株式会社しんかい

関 株式会社リンクス

関 株式会社村瀬商店

関 株式会社はりせいクリーニング

関 めぐみの農業協同組合 中濃営農経済センター

関 岐阜県美濃土木事務所

関 はさま建設株式会社

関 関市上之保事務所

関 関市板取事務所

関 中部電力パワーグリッド株式会社　関営業所

関 関市武儀事務所

関 株式会社美濃重機

関 協同組合関給食センター

関 株式会社 大野ナイフ製作所



関 株式会社鳳本店

関 株式会社エドランド工業

関 株式会社ヤマト

関 日本郵便株式会社　美濃郵便局

関 吉忠化学工業(株)

関 義春刃物株式会社

関 関税務署

関 株式会社斎藤プラスチック工業所

関 ソリバー工業株式会社

関 株式会社後藤孵卵場　食品事業本部　美濃かしわ

関 株式会社ヤマムラ 関営業所

関 トーカイ株式会社

関 田中電気工事株式会社

関 日本トムソン株式会社岐阜製作所

関 株式会社ナガセインテグレックス

関 関市武芸川事務所

関 株式会社長沼水道工業所

関 株式会社関モク　ヒロックス

関 美濃市役所

関 株式会社佐竹産業

関 株式会社新東建設

関 山口鍍金工業株式会社

関 関市洞戸事務所

関 武藤管工株式会社

関 ミソノ刃物株式会社

関 株式会社山佐組

関 関牛乳株式会社

関 有限会社神部自動車整備工場

関 山加産業株式会社

関 株式会社マルユウ

関 株式会社山中工務店

関 清水建築工業株式会社

関 岐阜日産自動車株式会社 オートシェルジュ関

関 宗教法人革真宗教日本教

関 東亜シーザ株式会社

関 羽田野紙器工業株式会社

関 協和コンクリート工業(株)

関 中濃消防組合　消防本部

関 株式会社マサヒロ

関 社会福祉法人瀬尻福祉会　瀬尻保育園

関 社会福祉法人大和社会福祉事業センター　中濃保育園

関 社会福祉法人楓福祉会

関 学校法人聖心学園　のぞみ第２幼稚園

関 社会福祉法人倉知福祉会　倉知保育園

関 ひまわりの丘

関 学校法人関幼稚園

関 有限会社美濃緑風荘

関 学校法人安田学園　虹ヶ丘幼稚園

関 有限会社いずみ荘

関 社会福祉法人美谷会　美谷の里

関 岐阜県立関特別支援学校

関 天理教　北濃分教会

関 社会福祉法人小金田福祉会　小金田保育園

関 学校法人福壽学園　　武芸川幼稚園

関 社会福祉法人牧谷会　牧谷保育園

関 社会福祉法人 大谷会　関保育園

関 株式会社　篠田製作所

関 株式会社ヤマジョウ建設

関 岐阜県立陽光園

関 岐阜信用金庫　美濃支店

関 丸登屋有限会社

関 有限会社山西石油

関 株式会社荻建設

関 社会福祉法人総同福祉会　童心保育園



関 有限会社 後藤モータース

関 有限会社河鹿荘

関 株式会社サンテイ

関 株式会社　久米商店

関 有限会社　板取造園土木

関 関信用金庫

関 有限会社後藤車体

関 株式会社東海近畿クボタ　関営業所

関 下牧こども園

関 角丸

関 株式会社長尾工務店

関 (株)和座工務店

関 河上薬品商事株式会社　

関 中濃ホーム株式会社

関 美濃ふたば幼稚園

関 有限会社だいえい

関 岐阜県中濃県税事務所

関 中央工機株式会社

関 (株)セキシン興業

関 ルネス関

関 有限会社まぶち

関 株式会社牧谷局紙

関 中部学院大学・中部学院大学短期大学部附属桐が丘幼稚園

関 （株）ベッスル

関 丸ヨ興業(株)

関 株式会社森塗料店

関 シロヤマ建設株式会社

関 株式会社フタバ電興社

関 協同印刷株式会社

関 (株)大勝建設

関 舟山森林生産加工販売協同組合

関 学校法人祥雲学園　あかつき幼稚園

関 社会福祉法人清育会　清泰保育園

関 社会福祉法人松美保育園

関 永田屋

関 関液化石油ガス協同組合

関 株式会社長屋組

関 株式会社ロマンティア　メモワール関

関 （有）中濃自動車

関 (株)丸幸工務店

関 株式会社横田工務店

関 富士変速機株式会社　

関 亀山建設(株)

関 有限会社土屋土建

関 カネ友燃料有限会社

関 株式会社トヨトモ

関 丸正建設株式会社

関 アテナ工業株式会社

関 (株)柴田組

関 株式会社福本刃物製作所

関 後藤水道(株)

関 あおい自動車株式会社

関 株式会社東洋化学

関 天理教濃武分教会

関 (有)辻自動車整備工場

関 株式会社中濃自動車学校

関 （有）小川電気商会

関 有限会社交告土建

関 （株）寺町商店

関 加久上紙工株式会社

関 株式会社 協栄建設

関 株式会社金田洋鋏製作所

関 関レッカー株式会社

関 株式会社スズケン　関支店



関 須田建設株式会社

関 株式会社イマオコーポレーション

関 伸和建設株式会社

関 株式会社太丸薬品

関 美濃化学工業株式会社

関 株式会社ギフトク

関 タカイキカイ株式会社

関 丸武木材株式会社

関 株式会社西村組

関 株式会社巧報社

関 株式会社瓢麓苑

関 有限会社杉島荘

関 名伸電機株式会社

関 大豊化学工業(株)

関 平田建設株式会社

関 シーシーアイ株式会社　本社工場

関 株式会社やまなみ

関 魚宇

関 有限会社味の孫六

関 関観光ホテル株式会社

関 生駒鍍金工業株式会社

関 株式会社カトーメテック

関 メイラ株式会社　

関 長良川鉄道株式会社

関 株式会社大垣共立銀行　関支店

関 東海理研株式会社

関 山友木材株式会社

関 株式会社山口工務店

関 株式会社マツバラ

関 MOLZA株式会社　

関 株式会社藤田製作所

関 (株)いずみ　

関 鍋屋バイテック株式会社　

関 新和精工株式会社

関 有限会社関環境サービス

関 長村工務店

関 中部ハウス株式会社

関 ブリヂストンＢＲＭ株式会社　関工場

関 引田建工株式会社

関 （有）武長技建

関 株式会社ヒラタ

関 有限会社辰巳家

関 有限会社花園

関 有限会社神谷鉄筋鋼業所

関 丸喜石油株式会社

関 吉田樹脂工業株式会社

関 旭化学株式会社

関 (株)オザキ

関 株式会社トーヨーパック

関 片桐電設株式会社

関 美濃酪農農業協同組合連合会

関 丸しん

関 有限会社ＦＫ建築事務所

関 全国農業協同組合連合会　岐阜県本部

関 株式会社グラベルクリーン　関本社工場

関 美濃設備(株)

関 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部

関 岐阜信用金庫　関支店

関 有限会社エデン

関 （株）武藤化成工業所

関 生活協同組合コープぎふ　中濃支所

関 株式会社サン・ストラッセ(マーゴ)

関 株式会社米長

関 株式会社インテックカネキ



関 有限会社 光建

関 株式会社ダスキン関

関 株式会社十六銀行　関支店

関 有限会社山重興業

関 割烹　朝田屋

関 岐阜県警察学校

関 富久光

関 社会福祉法人  祥雲会　

関 東久企画

関 株式会社ファンシーランド　かぐら本店

関 株式会社オンダ製作所　関工場

関 有限会社林製作所

関 ギトー食品株式会社

関 社会福祉法人武芸会（寿和苑）

関 社会福祉法人 桜友会

関 岐阜県農業共済組合　中濃支所

関 岐阜トヨペット(株)　関店

関 有限会社伸孝工業　（いそくら）

関 (株)秋田屋　岐阜支社

関 学校法人神野学園　中日本航空専門学校

関 福田刃物工業株式会社

関 株式会社公安警備

関 サトウパック株式会社

関 株式会社ホンダカーズ美濃　美濃インター店

関 株式会社土屋電気商会

関 株式会社富士アセンブリシステム

関 株式会社ホンダカーズ東海　ホンダカーズ岐阜中央関下有知店

関 新東海ダイカスト工業株式会社

関 社会福祉法人愛育会　美濃保育園

関 岐阜県立森林文化アカデミー

関 (有)フジケン土木

関 関市立関商工高等学校

関 社会福祉法人関市社会福祉協議会

関 株式会社フジキカイ　ＴＨＥ ＢＡＳＥ ＭＩＮＯ

関 めぐみの農業協同組合　本店

関 株式会社ホンダカーズ美濃　牧谷サービス工場

関 医療法人香徳会　関中央病院

関 小澤兄弟重機株式会社

関 丸周建設株式会社

関 ニッケン刃物株式会社

関 株式会社カテツ

関 上之保オイルシール工業株式会社

関 ニチイケアセンター関池田

関 関市立むげがわ保育園

関 株式会社　ヨシケイ岐阜　

関 中濃森林組合　板取川支所

関 株式会社ホンダカーズ岐阜西　関若草店

関 株式会社ホンダカーズ岐阜西　関旭ヶ丘店

関 田澤電材株式会社　中濃営業所

関 社会福祉法人大谷会　松渓保育園

関 株式会社葵組

関 アワハラタイヤセンター有限会社

関 関市清掃事務所

関 関市保健センター

関 関市立関商工高等学校

関 中濃農機センター

関 株式会社志知　関営業所

関 中濃農林事務所

関 株式会社太平洋久世製作所

関 めぐみの農業協同組合　中濃配送センター

関 有限会社中濃

関 株式会社カクダイ岐阜工場

関 めぐみの農業協同組合 本店 畜産部 畜産課

関 株式会社ミルク冷凍



関 有限会社カワショウ

関 （株）武芸川精工　武芸川第２工場

関 ダンロップタイヤ中部(株)中濃営業所

関 株式会社ホンダカーズ岐阜  ＨｏｎｄａＣａｒｓ岐阜  関円保通店

関 株式会社中濃クリーンコンサルタント

関 日本郵便株式会社　武儀郵便局

関 株式会社水野鉄工所

関 岐阜ダイハツ販売(株)　関流通センター

関 株式会社タイヤショップサカイ

関 株式会社臼田工業

関 森基礎工業株式会社

関 中濃消防組合　美濃消防署

関 あいおいニッセイ同和損害保険(株)岐阜支店関支社

関 関市立武儀やまゆり保育園

関 有限会社ベストサービス

関 喜楽鉱業株式会社　美濃エネルギー工房

関 株式会社大垣共立銀行　美濃支店

関 （株）甲英工業

関 株式会社　ヰセキ東海　中濃営業所

関 株式会社名岐ベンド

関 社会福祉法人せき市民福祉会だいち

関 山崎製パン(株)デイリーヤマザキ事業統括本部　岐阜エリア事務所

関 カネコ株式会社　美濃工場

関 めぐみの農業協同組合　津保川支店

関 関市わかくさ・プラザ

関 関市浄化センター

関 有限会社和田組

関 東建テクロード株式会社

関 株式会社刃物屋トギノン

関 松保建設有限会社

関 ライン生コン株式会社　関工場

関 岐阜スバル自動車株式会社　関店

関 株式会社ユーゼック

関 （株）セキテック

関 株式会社アイジェクト

関 東海マツダ販売株式会社　関店

関 ネッツトヨタ岐阜株式会社　関東店

関 トヨタカローラ岐阜　株式会社

関 株式会社オルパック

関 髙瀬建設株式会社

関 株式会社瑞穂製作所

関 ネッツトヨタ岐阜株式会社　関店

関 有限会社梅村総業

関 めぐみの農業協同組合　介護サービス中濃(営)

関 岐阜県中濃県事務所

関 めぐみの農協　生活部　葬祭課　葬祭中濃営業所

関 美谷の風

関 有限会社光秀工業

関 福田建設株式会社

関 株式会社フィット・ワークス

関 関市立板取めばえ保育園

関 関市立洞戸保育園

関 株式会社ブリヂストン　関工場

関 ファイン工業株式会社

関 株式会社クリエーションモリタ

関 有限会社ヒラタテクノス

関 株式会社　シズテック

関 めぐみの農業協同組合　せき金竜支店

関 岐阜トヨタ自動車株式会社関店

関 東部通建株式会社

関 中濃厚生病院

関 西日本三菱自動車販売株式会社　関店

関 ツヴィリングＪ．Ａ．ヘンケルスジャパン株式会社

関 介護老人福祉施設ゴールドヴィレッジほらど



関 株式会社佐々木コーティング

関 日鉄鋼線株式会社

関 有限会社三万

関 株式会社　ファインフィールド

関 三和住宅設備株式会社

関 イワヰ工業(株)　関工場

関 公益社団法人岐阜県森林公社

関 中濃消防組合　関消防署

関 関観光ホテル株式会社　みの観光ホテル

関 コパンスポーツクラブ　関

関 (株)福祉の里　美濃営業所

関 株式会社進興精工

関 丹羽鋳造株式会社

関 有限会社アドバンスエンジニアリング

関 株式会社古田建設

関 フェザー安全剃刀（株）　関工場

関 株式会社ＣＡＬＭ

関 双葉建設株式会社

関 株式会社橋本 関工場

関 (株)中部熱処理

関 髙橋金属（株）武芸川営業所

関 株式会社穂高エンジニアリング

関 関水道工業株式会社

関 新日本ガス株式会社　中濃支店

関 東邦液化ガス(株)岐阜支店　中濃営業所

関 介護老人保健施設　リバーサイド悠悠

関 株式会社カンチ　中濃アスコン

関 タイワ工業株式会社

関 株式会社酒井田工務店

関 関中央生コン株式会社

関 有料老人ホーム白梅華苑　デイサービス温咲南・リハスタ

関 有限会社　カツミ

関 ハートタウン　平成の杜

関 日本プロパワー株式会社　美濃事業所

関 株式会社グリーンズメンテル

関 フェザー安全剃刀(株)日ノ出事業所

関 （福）美谷会　児童養護施設　美谷学園

関 株式会社daito

関 (株)ヤマテックラバー

関 デイサービス笑顔いちばん美濃店

関 ＮＰＯ法人ワンハート

関 いろは　さくら館

関 有限会社　ふる里農園美の関

関 ラクアデイサービス　関

関 ラクアデイサービス　関　ひがし

関 コカ･コーラボトラーズジャパン(株)　関支店

関 株式会社　タイメック

関 株式会社トーエネックサービス岐阜支店

関 シーシーアイホールディングス株式会社　本社事業所

関 岐阜県　関保健所

関 医療法人香徳会　旭ヶ丘訪問看護ステーション　関中央病院居宅介護支援事業所

関 株式会社　宮崎　関リサイクルセンター

関 株式会社　ツチモト

関 美濃関カントリークラブ

関 松田産業株式会社　関工場

関 ニチイケアセンター南関

関 松田産業株式会社 関第二工場

関 松山製菓株式会社　関工場

関 中濃燃料センター

関 住友建機販売(株)中部統括部美濃営業所

関 株式会社フレシュール

関 ＮＰＯ法人みつばちの家

関 岐阜県畜産研究所

関 (株)アイテック



関 おきなや株式会社

関 株式会社ベルテクノプラント工業

関 （株）ヨシケイライフスタイル

関 株式会社岩田製作所

関 鈴木刃物工業株式会社

加茂 美濃加茂市役所

加茂 株式会社佐合木材

加茂 大脇建設株式会社

加茂 八百津町役場

加茂 日本プレス工業株式会社

加茂 加茂郡川辺町役場

加茂 白川町役場

加茂 有限会社村井自動車

加茂 加茂自動車学校

加茂 可茂土木事務所

加茂 岐阜県加茂警察署

加茂 北川工務株式会社

加茂 東白川村教育委員会

加茂 株式会社神代鉄工所

加茂 (株)東和製作所

加茂 美濃自工株式会社

加茂 株式会社長井産業

加茂 株式会社トーエネック　加茂営業所

加茂 株式会社佐合組

加茂 (有)東虎商事

加茂 株式会社丸信住宅産業

加茂 美濃加茂福祉事業協同組合

加茂 株式会社土谷組

加茂 味噌平醸造株式会社

加茂 ライン生コン株式会社　

加茂 佐伯綜合建設(株)

加茂 株式会社小栗建設

加茂 株式会社栗山組

加茂 木辺産業有限会社

加茂 （株）小西砕石工業所

加茂 株式会社山共

加茂 中部電力パワーグリッド株式会社　加茂営業所

加茂 株式会社山登ゴム

加茂 マクセルフロンティア株式会社　岐阜事業所

加茂 有限会社日本ライン自動車学校

加茂 株式会社三共ゴム工業所

加茂 若尾製菓株式会社

加茂 伊藤建設株式会社

加茂 長島建設(株)

加茂 白扇酒造株式会社

加茂 桂川電気産業株式会社

加茂 株式会社石丸電機

加茂 株式会社長尾土建

加茂 丸ス産業株式会社

加茂 株式会社ニシノ

加茂 中日本自動車短期大学

加茂 美濃加茂衛生(株)

加茂 長尾建設株式会社

加茂 まこと工業株式会社

加茂 ワカムラ電機(株)

加茂 辰巳屋

加茂 株式会社興亜組

加茂 割烹　魚勘

加茂 中部興業株式会社

加茂 株式会社美濃加茂浄化槽

加茂 株式会社ＫＶＫ　

加茂 長谷川産業有限会社

加茂 福地建設(有)

加茂 有限会社丸登製材所



加茂 三栄精工株式会社

加茂 めぐみの農業協同組合　太田支店

加茂 東白川村役場

加茂 学校法人本郷学園　山手幼稚園

加茂 弘明電気工業株式会社

加茂 株式会社カネダイ

加茂 株式会社中日コンサルタント

加茂 川辺物産株式会社

加茂 和食処 熊の島

加茂 天龍コンポジット株式会社

加茂 七宗町役場

加茂 社会福祉法人正和会　和知保育園

加茂 可茂消防事務組合　中消防署

加茂 野田産業株式会社

加茂 一般財団法人総合保健センター

加茂 山田土建株式会社

加茂 マル共ホームズ(株)

加茂 丸登建設株式会社

加茂 美濃加茂ガス株式会社

加茂 みのライス(株)美濃加茂（営）

加茂 佐合食品工業株式会社

加茂 可茂県事務所

加茂 中部電力パワーグリッド株式会社　加茂電力センター

加茂 山喜

加茂 田澤電材（株）　美濃加茂営業所

加茂 白川町森林組合

加茂 社会福祉法人地の塩会　光の子保育園

加茂 一般財団法人中部電気保安協会　加茂営業所

加茂 めぐみの農業協同組合　東白川支店

加茂 社会福祉法人浄光会　遊々こども園

加茂 有限会社加茂観光バス

加茂 坂祝町役場

加茂 (株)安江土建

加茂 白川町教育委員会

加茂 七宗遊園　有限会社

加茂 株式会社中濃互助センター　坂祝営業所

加茂 天理教東濃大教会

加茂 富加町役場

加茂 加茂鋼材株式会社

加茂 学校法人則竹学園　たから幼稚園

加茂 社会福祉法人慈恵会　さわやかナーシングさかほぎ

加茂 料亭　昇月

加茂 中濃瓦斯株式会社

加茂 株式会社テクノミスギ

加茂 株式会社シーテック　美濃加茂支店

加茂 株式会社新牧ヶ洞

加茂 有限会社岐東衛生社

加茂 岐阜県立加茂農林高等学校

加茂 白川生コン協業組合

加茂 岐阜県可茂農林事務所

加茂 有限会社電建

加茂 株式会社丸和建設

加茂 三好サービス株式会社

加茂 株式会社石井鉄筋

加茂 花いかだ

加茂 株式会社東海近畿クボタ　美濃加茂営業所

加茂 有限会社足立自動車

加茂 長島カーサービス

加茂 尾石自動車

加茂 湯下集材株式会社

加茂 東光土建株式会社

加茂 田中屋旅館

加茂 有限会社新田建設

加茂 (有)丸北土木



加茂 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)　美濃加茂(営)

加茂 ヤマザキマザックマニュファクチャリング（株）　美濃加茂製作所

加茂 株式会社加茂野自動車工業

加茂 大和産業株式会社

加茂 株式会社三和木

加茂 医療法人白水会白川病院

加茂 季節料理よしかわ

加茂 株式会社白川園本舗

加茂 有限会社タカイ電工

加茂 東部広域水道事務所山之上浄水場

加茂 料理旅館福美

加茂 塚本産業株式会社

加茂 株式会社うを完

加茂 (株)フクシマ化学

加茂 食料品ぎふや

加茂 八百津町教育委員会

加茂 柴田自動車株式会社

加茂 岐阜部品株式会社

加茂 株式会社中嶋設備

加茂 藤井電気工業株式会社

加茂 野田郷

加茂 今瀬産業株式会社

加茂 株式会社セレックス　岐阜支店

加茂 有限会社八百津衛生

加茂 株式会社丸治コンクリート工業所

加茂 東京海上日動火災保険株式会社

加茂 谷端建設株式会社

加茂 有限会社星谷荘

加茂 白川ガス協業組合

加茂 株式会社山本養鶏孵化場

加茂 株式会社大垣共立銀行　美濃加茂支店

加茂 株式会社トーホー

加茂 小川工業株式会社

加茂 新丸山ダム工事事務所

加茂 東部建設株式会社

加茂 シーキューブ株式会社　岐阜支店

加茂 社会福祉法人 慈恵会

加茂 学習塾皆伸塾

加茂 丹吾亭

加茂 井上

加茂 株式会社和泉

加茂 株式会社佐藤電建

加茂 いすゞ自動車中部（株）

加茂 株式会社末武造園土木

加茂 日本郵便株式会社　八百津郵便局

加茂 有限会社サワノ商会

加茂 白川観光開発株式会社　美濃白川ゴルフ倶楽部

加茂 安田建設株式会社

加茂 中部技研有限会社

加茂 損害保険ジャパン日本興亜株式会社　岐阜支店美濃加茂支社

加茂 (株)滝戸組

加茂 有限会社藤井電設

加茂 株式会社アサンテ　岐阜支店

加茂 白川産業(株)

加茂 ミューズ建設(株)

加茂 学校法人美濃加茂学園

加茂 株式会社丸七ヒダ川ウッド

加茂 ＵＤトラックス株式会社　

加茂 株式会社田中工業

加茂 社会福祉法人森山学園

加茂 株式会社フクモク

加茂 かつや旅館

加茂 県立八百津高等学校 硬式野球部

加茂 キング工業株式会社



加茂 （株）十六銀行　美濃加茂支店

加茂 社会福祉法人白川町社会福祉協議会

加茂 ヤングビーナス薬品工業株式会社

加茂 明応こども園

加茂 加茂水道工業株式会社

加茂 堀野モータース株式会社

加茂 （株）アドバンテックマルダイ

加茂 マルモトフタバ工業株式会社

加茂 医療法人社団明星会　介護老人保健施設センチュリー２１

加茂 東濃ひのき製品流通協同組合

加茂 公益社団法人　美濃加茂市シルバー人材センター

加茂 (株)冨士屋商店

加茂 可茂消防事務組合　東消防署

加茂 セキスイ管工株式会社

加茂 合資会社旭工務店

加茂 株式会社　立保

加茂 大洋建設株式会社

加茂 可茂森林組合

加茂 東白川村森林組合

加茂 社会福祉法人清流会

加茂 トヨタＬ＆Ｆ中部株式会社　美濃加茂営業所

加茂 （株）やおつ　むらさき野カントリークラブ

加茂 アルフレッサ株式会社　美濃加茂支店

加茂 岐阜日産自動車株式会社　新太田橋店

加茂 美濃加茂市富加町中学校組合

加茂 有限会社池之島

加茂 社会福祉法人正和会　しおなみ苑

加茂 株式会社友進

加茂 株式会社丸高

加茂 有限会社技建竹内

加茂 有限会社中央体育器具製作所

加茂 岐阜トヨペット株式会社　美濃加茂店

加茂 七宗町社会福祉協議会

加茂 社会福祉法人川辺町社会福祉協議会

加茂 医療法人厚生会　木沢記念病院

加茂 丸美建設工業株式会社

加茂 特別養護老人ホームさわやかナーシング川辺

加茂 一般財団法人岐阜健康管理センター

加茂 （株）ホンダ自販岐阜　ホンダカーズ岐阜北　美濃太田店

加茂 社会福祉法人富加町社会福祉協議会

加茂 （株）中日岐阜サービスセンター　中濃営業所　

加茂 ヤンマーアグリジャパン(株)美濃加茂支店

加茂 株式会社　ワタケン・ホーム

加茂 つかさ

加茂 福井工務店有限会社

加茂 (株)三晃メディカル

加茂 北川自動車株式会社　美濃加茂営業所

加茂 黒川デイサービスセンター気楽園

加茂 岐阜ダイハツ販売(株)美濃加茂店

加茂 株式会社日進建設

加茂 株式会社ヤマキダクト

加茂 小森産業株式会社

加茂 株式会社サンワテック

加茂 大阪屋製菓株式会社

加茂 寿美工業株式会社　岐阜営業所

加茂 医療法人 録三会　

加茂 名北工業(株)

加茂 有限会社木澤ダクト工業

加茂 特定非営利活動法人　ＮＰＯやおつ

加茂 株式会社コニシ

加茂 各務林業株式会社

加茂 社会福祉法人八百津町社会福祉協議会

加茂 中電配電サポート（株）　加茂営業所

加茂 三菱ふそうトラック・バス(株) 東海ふそう　中濃サービスセンター



加茂 セコム株式会社　美濃加茂営業所

加茂 株式会社　橋本　八百津工場

加茂 株式会社　明智ゴルフ倶楽部　かしおゴルフ場

加茂 社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会

加茂 日本郵便株式会社　美濃加茂郵便局（川辺郵便局）

加茂 日本郵便株式会社　美濃加茂郵便局（白川郵便局）

加茂 JAめぐみの農協・みのかも営農経済センター

加茂 めぐみの農業協同組合みのかも農機センター

加茂 めぐみの農業協同組合みのかも配送センター

加茂 めぐみの農業協同組合みのかもカントリーエレベーター

加茂 めぐみの農業協同組合 久田見支店

加茂 めぐみの農業協同組合白川営農経済センター

加茂 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン岐阜支社 美濃加茂事業所

加茂 株式会社岐阜東航電

加茂 恵昇苑みのかも

加茂 有限会社クマシロエイム

加茂 社会福祉法人東白川村社会福祉協議会

加茂 清水電設(株)

加茂 有限会社諏訪軌道工業

加茂 セブン工業株式会社　美濃加茂工場

加茂 セブン工業株式会社　七宗第３工場

加茂 丸福株式会社　岐阜営業所

加茂 日本郵便株式会社　美濃加茂郵便局（東白川郵便局）

加茂 ヤマザキマザックマニュファクチャリング株式会社　美濃加茂第二製作所

加茂 株式会社ライトスタッフ

加茂 医療法人清風会　さくらの郷

加茂 医療法人清風会　林クリニック

加茂 めぐみの農業協同組合　介護サービスみのかも営業所

加茂 中部化学株式会社

加茂 株式会社大垣共立銀行　川辺支店

加茂 七宗町教育委員会

加茂 ロジスネクスト中部（株）美濃加茂支店

加茂 株式会社加茂興業

加茂 東京海上日動調査サービス(株)美濃加茂損害サービスセンター

加茂 株式会社マルケン工業

加茂 株式会社福電事業

加茂 社会福祉法人　サンシャイン福祉振興会

加茂 株式会社加藤酸素

加茂 (有)黒川電気商会

加茂 株式会社アクセス

加茂 東濃信用金庫　白川支店

加茂 有限会社本郷

加茂 可茂消防事務組合消防本部

加茂 岐阜日野自動車株式会社　美濃加茂支店

加茂 料理旅館いこい

加茂 大新東ヒューマンサービス株式会社　美濃加茂学校給食センター

加茂 株式会社古田オート

加茂 大豊製紙株式会社

加茂 岐阜県立可茂特別支援学校

加茂 株式会社大脇商店

加茂 加茂企業株式会社

加茂 和食　辰

加茂 株式会社フジカケ

加茂 ネッツトヨタ岐阜(株)　美濃加茂店

加茂 東プレ（株）　岐阜事業所

加茂 ＮＴＴ西日本ビジネスフロント(株)中濃営業所

加茂 社会福祉法人美濃加茂市社会福祉協議会

加茂 井戸新聞店

加茂 マルホ建材（株）

加茂 株式会社愛和

加茂 株式会社新和建設

加茂 株式会社CaN-TEC　中濃支店

加茂 有限会社トータルニュース

加茂 関共栄金属株式会社



加茂 株式会社宏栄精機工業

加茂 中電興業株式会社　美濃加茂営業所

加茂 西川産業株式会社　岐阜営業所

加茂 株式会社　西武管商　中濃店

加茂 株式会社ホンダカーズ岐阜西　美濃加茂新池店

加茂 医療法人社団神明会

加茂 クレセントバレーカントリークラブ美濃加茂

加茂 ネクステージ美濃加茂店

加茂 株式会社テクノ・ライン

加茂 (有)白川電設

加茂 株式会社トーエネックサービス

加茂 日本年金機構　美濃加茂年金事務所

加茂 小田鐡網株式会社　愛岐営業所

加茂 （株）山路

加茂 社会福祉法人慈恵会　みのかも西デイサービスセンター　あじさい

加茂 岐阜工機株式会社

加茂 新井建設（株）

加茂 中部電力株式会社　岐阜水力センター

加茂 株式会社　安藤・間　丸山発電所作業所

加茂 株式会社　ＮＥＸＡＳ

加茂 めぐみの農業協同組合　美濃白川支店

加茂 中部電力ミライズ株式会社　岐阜営業本部

加茂 株式会社ライトワーク

加茂 日本郵便株式会社　美濃加茂郵便局

加茂 有限会社　トータルケア幸誠

加茂 有限会社　福田塗装

加茂 一般財団法人岐阜県環境管理技術センター　中濃支所

加茂 ユニバーサル製缶株式会社　岐阜工場

加茂 三菱マテリアルテクノ株式会社　美濃加茂事務所

加茂 丸ト鶏卵販売(株)　岐阜工場

加茂 杉本商事株式会社　美濃加茂営業所

加茂 東海旅客鉄道株式会社　岐阜電気区　

加茂 (株)ケアサポートjiji デイサービス本郷ふふ

加茂 有限会社ハイロード

加茂 料理旅館　中野屋

加茂 （仮称）中部国際医療センター新築工事　ﾌｼﾞﾀ・ＴＳＵＣＨＩＹＡ特定建設工事共同体

加茂 株式会社　悠司工業

加茂 岐阜県可茂保健所

加茂

加茂 株式会社技勝建工

加茂 東海旅客鉄道株式会社 岐阜保線区 太田保線支区

加茂 ニシオティーアンドエム(株)中部支店

加茂 看護小規模多機能型居宅介護つじが花

加茂 ミライズ株式会社

加茂 株式会社可茂環境センター

加茂 株式会社ひまわり畑　八百津営業所

加茂 株式会社シラカワ

加茂 東建コーポレーション(株) 美濃加茂店

加茂 (株)ウインライフ

加茂 岐阜県中濃子ども相談センター

加茂 明智ゴルフ倶楽部 賑済寺ゴルフ場

加茂 株式会社太昂産業

加茂 株式会社天池モールド

加茂 （株）キンジョー

加茂 めぐみの農業協同組合富加支店

加茂 有限会社幸和工業

加茂 めぐみの農業協同組合みのかも東支店

加茂 めぐみの農業協同組合ひすい支店

加茂 めぐみの農業協同組合八百津支店

可児 御嵩町役場

可児 株式会社御嵩重機建設

可児 広見ガス株式会社

可児 市原産業株式会社

可児 日本ライン観光開発株式会社



可児 KYB株式会社　岐阜北工場

可児 可児市役所

可児 関西電力株式会社　水力事業本部　今渡水力センター

可児 可児警察署

可児 小池土木株式会社

可児 佐合硝子株式会社

可児 有限会社菱川農場

可児 日本郵便株式会社　可児郵便局

可児 株式会社甲山製作所

可児 長谷川農機具店

可児 株式会社日東製陶所　伏見工場

可児 ＮＧＫアドレック株式会社

可児 株式会社ライクスタカギ

可児 吉田建設株式会社

可児 可茂消防事務組合　南消防署

可児 鬼岩湯本館株式会社

可児 株式会社新興設備

可児 株式会社纐纈建設

可児 大王製紙（株）可児工場

可児 株式会社美岳カントリークラブ

可児 有限会社若尾漬物店

可児 有限会社イワタ

可児 有限会社 了山

可児 鬼岩パサージュ

可児 有限会社三広閣　レストラン鬼岩

可児 学校法人姫治学園　ひめ幼稚園

可児 学校法人田中学園　大栄幼稚園

可児 岐阜県農業大学校

可児 学校法人大日学園　かたびら幼稚園

可児 社会福祉法人愛児会　すみれ楽園

可児 四季の味　鈴川

可児 有限会社丸茂自動車整備工場

可児 株式会社東濃サービス

可児 伏見自動車整備工場

可児 広和自動車株式会社

可児 学校法人川合学園　かわい幼稚園

可児 株式会社常盤電機　可児工場

可児 小林工業(株)

可児 株式会社天野建設

可児 有限会社御嵩衛生社　

可児 株式会社今仙電機製作所　春里工場

可児 学校法人田中学園　今渡幼稚園

可児 めぐみの農協　可児自動車センター

可児 株式会社清香苑

可児 吉田整備株式会社

可児 横山工業株式会社

可児 学校法人トキワ学園　トキワ幼稚園

可児 可茂中央市場株式会社

可児 学校法人杉山第三学園　みたけ幼稚園

可児 ひろみ保育園すくすく

可児 (株)ナ・デックスプロダクツ　コンポーネント事業部

可児 中部静電塗装株式会社

可児 扶桑精工株式会社

可児 株式会社加藤製作所

可児 第一電通株式会社

可児 東濃建物管理株式会社

可児 金子自動車工業株式会社

可児 学校法人大森学園　桜ヶ丘幼稚園

可児 (株)中京医薬品　可児営業所

可児 KISINOサービス

可児 株式会社可児自動車学校

可児 株式会社米津西部  中濃支店

可児 (有)蘭丸亭　なかえ

可児 株式会社庭萬



可児 株式会社山岡興業

可児 コパン 可児

可児 Ｄｓ　Ｔｏｋａｉ株式会社

可児 東和開発株式会社　

可児 中部日本警備保障株式会社

可児 岩見亭

可児 美濃旬膳　　おりべ亭

可児 慶丸商事株式会社

可児 有限会社中部プロパン瓦斯商会

可児 株式会社可茂道路

可児 東海理化NEXT（株）御嵩工場

可児 東建リゾート・ジャパン株式会社　東建塩河カントリー倶楽部

可児 ウルオス株式会社

可児 名古屋ヒルズゴルフ倶楽部

可児 株式会社ホンダカーズ岐阜 Honnda Cars岐阜可児下恵土店

可児 株式会社フィルテック

可児 株式会社アイキ

可児 山二産業株式会社　春里工場

可児 株式会社　早川鉄筋

可児 千賀石油株式会社

可児 (株)本州緑化建設

可児 株式会社丸光イトウ

可児 独立行政法人地域医療機能推進機構可児とうのう病院

可児 株式会社エーワンパッケージ

可児 株式会社ファミリー

可児 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会

可児 名古屋製酪（株）東濃営業所

可児 可茂学園

可児 クマクラ工業株式会社

可児 学校法人大日学園　かたびら第二幼稚園

可児 有限会社可児エスコ

可児 株式会社愛岐

可児 株式会社青山製作所製造本部　可児工場

可児 東海プラントサービス株式会社

可児 株式会社東陽ワーク

可児 株式会社アイギ

可児 東海化成工業株式会社　

可児 株式会社 東濃開発

可児 御嵩コンクリート工業　株式会社

可児 株式会社大垣共立銀行　可児支店

可児 豊和機工株式会社

可児 株式会社東陽総合警備保障

可児 名鉄木材防腐株式会社

可児 岐阜県東濃実業高校硬式野球部保護者会

可児 株式会社原業務店

可児 (有)安江電気工事

可児 株式会社　十六銀行　可児支店

可児 協同組合日本ライン花木センター

可児 中部リケン株式会社

可児 バロン警備保障株式会社 可児営業所

可児 （株）丸亀工務

可児 有限会社谷口電設

可児 株式会社　文晶堂

可児 株式会社御食事処まるはち

可児 川喜有限会社　

可児 美濃の郷 可児店

可児 岐阜ダイハツ販売(株)　可児店

可児 有限会社　一心　

可児 御嵩クレーン株式会社

可児 岐阜県JAビジネスサポート(株)可茂燃料センター

可児 めぐみの農業協同組合　今渡自動車センター

可児 めぐみの農業協同組合　可児営農経済センター

可児 安全防水工事株式会社　可児営業所

可児 株式会社ホンダカーズ岐阜 HonndaCars岐阜　可児広見店　



可児 鳥羽工産株式会社　

可児 やまもと企画株式会社

可児 ヘイセイテック株式会社

可児 ハートフルマンション株式会社

可児 (株)國本起業

可児 可茂衛生施設利用組合　ささゆりクリーンパーク

可児 有限会社サン日比野企画

可児 公益社団法人可児市シルバー人材センター

可児 株式会社中濃

可児 中部クリーン株式会社

可児 株式会社中特

可児 株式会社ネオプライムヒグチ

可児 株式会社岩城

可児 太平ハウジング（株）

可児 林田工業株式会社

可児 可児工業高校ホッケー部後援会

可児 岐阜トヨペット株式会社　可児店

可児 岐阜信用金庫 可児支店

可児 特別養護老人ホーム　春里苑

可児 特別養護老人ホーム　さわやかナーシングみたけ

可児 株式会社大桜アネシス

可児 株式会社　大桜産業

可児 株式会社デンソーワイズテック

可児 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

可児 株式会社康生

可児 廣瀬　均

可児 西川産業株式会社

可児 ケアリゾート桜ヶ丘

可児 有限会社丸正電設

可児 前田木材(株)

可児 株式会社大優警備保障

可児 総合福祉施設　さわやかナーシング可児

可児 太陽建機レンタル(株)　可児支店

可児 梅田建設株式会社

可児 ライン魚菜市場株式会社

可児 豊精密工業株式会社　みたけ工場

可児 株式会社名鵬工業

可児 (株)ジムブレーン東美濃支店

可児 株式会社総合保健センター

可児 ネクスト・ゴルフ・マネジメント（株）エクセレントゴルフクラブみたけ花トピアコース

可児 東液カスタマーサービス株式会社　可児営業所

可児 中部交通資材株式会社

可児 ニチイケアセンター川合

可児 鳥羽工研株式会社

可児 (株)KANSOテクノス　今渡支店

可児 石黒化成工業株式会社

可児 （株）かんでんエンジニアリング　今渡営業所

可児 株式会社可児ゴルフ倶楽部

可児 犬飼産業株式会社　可児営業所

可児 株式会社三原商事東濃金属

可児 青葉工業株式会社　岐阜営業所

可児 有限会社新成産業　天然温泉三峰

可児 株式会社フジカケ ミタケ

可児 イワタニ東海株式会社　中濃支店

可児 (株)オンテック　可児店

可児 株式会社橋本　本社

可児 (有)西友塗装工業

可児 帝京大学可児高等学校中学校

可児 株式会社エス・ケイ・ワイ

可児 テクノタカギ株式会社

可児 株式会社ワゴーパッケージテクノ

可児 可児市水道部庁舎

可児 可児市老人福祉センター　可児川苑

可児 岐阜日産自動車株式会社　オートシェルジュ可児店



可児 魚邦

可児 日本郵便株式会社　御嵩郵便局

可児 佐伯綜合建設(株)　可児支店

可児 エコパーツ岐阜株式会社　可児店

可児 東海マツダ販売株式会社　可児店

可児 トヨタカローラ岐阜株式会社　可児店

可児 岐阜トヨタ自動車株式会社　可児店

可児 尾濃化研工業　株式会社

可児 Ｓｐａ Ｒｅｓｏｒｔ　湯の華ｱｲﾗﾝﾄﾞ

可児 東邦液化ガス　東濃営業所

可児 美濃東久(株)

可児 全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部可児サービスセンター

可児 岐阜県可児工業団地協同組合

可児 社会福祉法人さくら福祉会　チェリーヴィラ広見苑

可児 医療法人忠知会　桃井病院

可児 ジナムス株式会社

可児 医療法人純真会あんどうクリニック　ほほえみデイケア

可児 老人保健施設花トピア可児

可児 中部事務機株式会社　東濃支店

可児 株式会社富士薬品　美濃営業所

可児 橋本葬祭 可児駅前ホール

可児 オークマ(株)　可児工場

可児 有限会社ハイビックス

可児 水野鉄工株式会社

可児 日進油圧工業株式会社

可児 (有)ジャパンクリーンサービス

可児 盟和産業株式会社　岐阜工場

可児 株式会社ケーブルテレビ可児

可児 JAめぐみの　介護サービス可児営業所

可児 味さわの

可児 株式会社早川不動産

可児 株式会社カネサン

可児 有限会社ライズ

可児 花フェスタ記念公園管理グループ

可児 株式会社天秤や

可児 東海労働金庫　可児支店

可児 有限会社セレモたなか

可児 有限会社 大竹重機建設

可児 工藤電設有限会社

可児 日本ガード株式会社　中濃支社

可児 デイサービス一笑

可児 株式会社中広

可児 めぐみの農業協同組合瀬田給油所

可児 (株)共進ペイパー＆パッケージ　中京工場

可児 西日本三菱自動車販売（株）可児しもえど店

可児 ＫＹＢモーターサイクルサスペンション株式会社

可児 岐阜県立可児工業高等学校同窓会

可児 有限会社スギヤマ

可児 ゴールド警備保障株式会社

可児 (株)ヒューマン・リンク

可児 小萱チェリークリークカントリークラブ

可児 株式会社田原コンサルタント

可児 DS TOKAI株式会社　賃貸・介護事業部プルメリアⅠ・Ⅱ

可児 DS TOKAI株式会社　ショートステイ事業部プルメリアⅢ

可児 有限会社モリテック

可児 有限会社　オクムラ

可児 株式会社ユーテック

可児 コパンスポーツクラブ西可児

可児 （株）ファミリーマート　各務原営業所

可児 株式会社　アルミックイマイ

可児 株式会社　スタールカケフ

可児 株式会社　カケフ鋼板

可児 株式会社　メトーカノフ

可児 株式会社　カケフ住建



可児 大豊工業株式会社　岐阜工場

可児 ㈱ＮＴＴﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ　東海支店　岐阜営業所　ＦＳＣ(中濃)

可児 岐阜県立国際園芸アカデミー

可児 特定非営利活動法人ささゆり　障がい者支援施設あゆみ館

可児 サンクラシックゴルフクラブ

可児 株式会社　弘栄工務店

可児 名岐エコ・パルプ(株)

可児 岐阜東濃リトルリーグ

可児 (株)ミノヤランチサービス

可児 (株)ファミリーマート　東海第３ディストリクト　多治見営業所

可児 熊谷・青協工事共同企業体　大森作業所

可児 山信株式会社　可児営業所

可児 ニチイケアセンター東帷子

可児 緑研株式会社

可児 (株)アクトス　

可児 東和耐火工業(株)　岐阜工場

可児 北斗総業株式会社

可児 シンシア可児ショートステイ

可児 日本建設工業株式会社　可児作業所

可児 吉田直土木(株)柿田工事事務所

可児 株式会社ＲＩＳＥ

可児 さわやかデイサービスセンター伏見

可児 戸田・守谷建設工事共同企業体

可児 はぐみの森保育園

可児 大林・大本・市川特定建設工事共同企業体

可児 日本特殊陶業 可児

可児 亀井建設株式会社

可児 株式会社クラウン・パッケージ岐阜事業所

多治見 土岐市北消防署

多治見 石黒商事株式会社　東濃エネルギーセンター

多治見 土岐市役所

多治見 (有)YMM

多治見 株式会社山加商店

多治見 多治見南消防署

多治見 ヤマカ株式会社

多治見 株式会社トーエネック多治見営業所

多治見 高砂工業株式会社

多治見 (株)吉川組

多治見 ヤマカ陶料株式会社

多治見 金政株式会社

多治見 サンケイ吉野株式会社

多治見 (株)杉浦製陶所

多治見 多治見市役所

多治見 （株）日東製陶所

多治見 中部電力パワーグリッド株式会社　多治見営業所

多治見 多治見自動車学校

多治見 株式会社大原自動車学校

多治見 岐阜県多治見警察署

多治見 国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所

多治見 株式会社サンワ

多治見 東濃石油株式会社

多治見 丸昭釜戸鉱業協同組合

多治見 株式会社ＴＹＫ

多治見 多治見市三の倉センター

多治見 瑞浪市役所

多治見 株式会社カネキ製陶所

多治見 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)　東濃営業所

多治見 肥田建設株式会社

多治見 株式会社エムケー　瑞浪高原ゴルフ倶楽部

多治見 中工精機株式会社

多治見 株式会社丸伊建設

多治見 株式会社田口石油店

多治見 木村建材株式会社

多治見 瑞浪市消防本部



多治見 株式会社セラメッセ

多治見 昭洋商事株式会社

多治見 有限会社大岩化学工業所

多治見 久松製陶株式会社

多治見 日本郵便株式会社　多治見郵便局　

多治見 多治見税務署

多治見 株式会社神谷匣鉢製造所

多治見 株式会社大垣共立銀行　多治見支店

多治見 カネ幸陶器株式会社

多治見 株式会社十六銀行 多治見支店

多治見 株式会社ヒカリ金型

多治見 東海旅客鉄道(株)　神領保線区 多治見支区

多治見 多治見酒販株式会社

多治見 新興建設株式会社

多治見 藤垣窯業株式会社

多治見 小境電気工事株式会社

多治見 株式会社マルエス

多治見 前畑株式会社

多治見 いすゞ自動車中部株式会社　東濃支店

多治見 株式会社藤本組

多治見 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社

多治見 草葉化学株式会社

多治見 東濃信用金庫

多治見 瑞浪ダイハツ(株)

多治見 アルフレッサ(株)　多治見支店

多治見 有限会社今井クレーン

多治見 丸美陶料株式会社

多治見 山勝ガス株式会社

多治見 山津製陶株式会社

多治見 岐阜スバル自動車株式会社　多治見池田店

多治見 (株)丸利玉樹利喜蔵商店

多治見 株式会社山さ水野商店

多治見 東濃窯業株式会社

多治見 株式会社丸中中垣陶料

多治見 佐分利陶料有限会社

多治見 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 多治見保全・サービスセンター

多治見 株式会社ヤマセ

多治見 舘林建設株式会社

多治見 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構東濃地科学センター

多治見 株式会社天野化学

多治見 株式会社アヅマ

多治見 合同会社マイホーム

多治見 株式会社　丸代

多治見 日章産業株式会社

多治見 丸釜釜戸陶料株式会社

多治見 市原製陶（株）

多治見 大東亜窯業株式会社

多治見 山和陶業株式会社

多治見 学校法人 廣池学園

多治見 株式会社　加納

多治見 株式会社博国砕石

多治見 瑞浪精機株式会社

多治見 三協製陶株式会社

多治見 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　多治見支店

多治見 株式会社丸も森商店

多治見 株式会社橋本組

多治見 株式会社中根モータース

多治見 多治見市役所上下水道部

多治見 （株）愛岐酸素

多治見 合資会社扇屋商店

多治見 日本郵便株式会社　瑞浪郵便局

多治見 鈴製陶(株)

多治見 (株)美坂自動車学校

多治見 株式会社ニットー



多治見 小島土木株式会社

多治見 学校法人中京学院　中京学院大学

多治見 株式会社多治見市衛生公社

多治見 豊栄興業株式会社

多治見 山豊建材店

多治見 株式会社今井土木

多治見 日本郵便株式会社　土岐郵便局

多治見 岐阜県東濃県税事務所

多治見 三菱ふそうトラック・バス(株) 東濃支店

多治見 兼松プロパン瓦斯株式会社

多治見 マツビシ株式会社

多治見 岐阜日産自動車(株)多治見池田店

多治見 株式会社瑞浪板金

多治見 株式会社ホンダカーズ瑞浪

多治見 協業組合土岐高根製陶

多治見 陶都信用農業協同組合　経済部

多治見 株式会社日吉ハイランド　

多治見 株式会社伊藤商会

多治見 白山石油株式会社

多治見 ダイキャスト東和産業株式会社

多治見 愛基鉄工株式会社

多治見 土岐市　上下水道課

多治見 土岐市衛生センター

多治見 株式会社平和サービス

多治見 株式会社野平木材

多治見 株式会社加藤鉄工所

多治見 伊勢久株式会社　多治見営業所

多治見 中部プロパン株式会社

多治見 株式会社三共パッケージ

多治見 合資会社新光自動車工業所

多治見 有限会社妻木日陶産業

多治見 株式会社カク仲

多治見 丸山山田陶器株式会社

多治見 株式会社栄商会

多治見 桐井陶器産業株式会社

多治見 (株)メディセオ　多治見支店

多治見 西日本三菱自動車販売(株)多治見店　

多治見 株式会社松野屋商店

多治見 (株)加藤組

多治見 株式会社　イトウ産業

多治見 株式会社西尾建設

多治見 (株)藤浪組

多治見 (株)オクムラセラム

多治見 土岐市環境センター

多治見 東濃故紙センター(株)

多治見 丸理印刷株式会社

多治見 株式会社ゴトウ自動車ガラス

多治見 医療法人仁誠会　大湫病院

多治見 一般財団法人中部電気保安協会　多治見営業所

多治見 株式会社マルエス産業

多治見 巻端商事株式会社

多治見 一般財団法人　ききょうの丘　健診プラザ

多治見 株式会社ＣａＮ－ＴＥＣ

多治見 昭和製陶株式会社

多治見 光洋段ボール株式会社

多治見 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋（株）多治見事業所

多治見 株式会社鈴木石油店

多治見 東鉄商事株式会社

多治見 丸栄工業株式会社

多治見 株式会社今井屋

多治見 有限会社中部環境

多治見 株式会社金正陶器

多治見 湯乃元館

多治見 菫幼稚園



多治見 学校法人土岐学園　中部国際自動車大学校

多治見 ムライ機器(株)

多治見 宗教法人天理教土岐分教会

多治見 有限会社大長紙器工業所

多治見 田澤電材株式会社　東濃営業所

多治見 岐阜県厚生農業協同組合連合会東濃中部医療センター東濃厚生病院

多治見 昭和自動車工業(株)

多治見 大勝観光株式会社　八勝園湯元館

多治見 多治見北消防署

多治見 （株）中島窯業

多治見 瑞浪市社会福祉協議会

多治見 株式会社三峰陶苑

多治見 株式会社カネ大白木屋

多治見 株式会社山文トムソン

多治見 池田下水処理場

多治見 株式会社土岐自動車学校

多治見 社会福祉法人前畑育英会　　前畑保育園

多治見 (株)丸敏陶料所

多治見 株式会社ヤマ吾陶器

多治見 大草化学株式会社

多治見 株式会社鶯鳴荘

多治見 名鉄自動車整備株式会社　東濃支店

多治見 有限会社あさひ荘

多治見 有限会社竜吟サービス

多治見 瑞明建設有限会社

多治見 早川土木

多治見 株式会社柴田土木

多治見 陶栄自動車株式会社

多治見 (株)ホソノ部品東濃

多治見 美濃窯業株式会社　

多治見 山喜製陶株式会社

多治見 株式会社イトウ建材店

多治見 有限会社伊藤製作所

多治見 井戸建設株式会社

多治見 岐阜日産自動車株式会社　多治見バイパス店

多治見 株式会社井澤商店

多治見 北原化学工業株式会社

多治見 (株)日峰陶苑

多治見 株式会社カネス

多治見 岐阜県立東濃特別支援学校

多治見 釜戸興業株式会社

多治見 岐阜県多治見土木事務所

多治見 株式会社美津山

多治見 有限会社山口自動車車体工業所

多治見 大日本パックス中部(株)

多治見 岐阜県東濃県事務所

多治見 福田道路株式会社岐阜営業所

多治見 セキュリティ東海株式会社

多治見 株式会社マルツカ

多治見 魚三

多治見 株式会社　柳家

多治見 山十商事株式会社

多治見 太陽社電気株式会社

多治見 天理教愛尾分教会

多治見 （株）スズケン 多治見支店

多治見 坂崎種苗株式会社

多治見 株式会社昭和転写

多治見 有限会社江崎電設建設

多治見 株式会社テクノハヤシ

多治見 株式会社アコーセラミック

多治見 瑞浪市クリーンセンター

多治見 名古屋市処分場

多治見 協和自動車工業株式会社

多治見 生活協同組合コープぎふ　多治見支所



多治見 株式会社松本電気設備

多治見 社会福祉法人育誠会　姫保育園

多治見 東濃自動車工業株式会社　瑞浪工場

多治見 有限会社藤井モータース

多治見 株式会社深山

多治見 名古屋ヤクルト販売(株)　

多治見 立風製陶株式会社

多治見 株式会社ジェイエスエス　ジャパンスイミングスクール多治見中央

多治見 つる屋旅館

多治見 有限会社大成工業

多治見 株式会社みわ屋

多治見 株式会社フルカワ電工

多治見 株式会社加藤木工

多治見 有限会社　倉内

多治見 株式会社メイハン

多治見 岐阜信用金庫　多治見支店

多治見 アウトバンスポーツクラブ株式会社

多治見 多治見ダイナパック株式会社

多治見 東部広域水道事務所

多治見 割烹あいみ

多治見 稲垣鉱業（株）

多治見 有限会社中村電機水道

多治見 陶都信用農業協同組合

多治見 御料理仕出し　泉成

多治見 リコージャパン(株)　岐阜支社　多治見事業所

多治見 東京海上日動火災保険(株)　東濃支社

多治見 コパンスポーツクラブ多治見南

多治見 多治見クラシック株式会社

多治見 貴味寿司

多治見 ユニックス株式会社

多治見 （株）ホンダカーズ岐阜　ＨｏｎｄａＣａｒｓ岐阜　土岐店

多治見 徳田鉄工株式会社

多治見 中京高等学校　硬式野球部

多治見 株式会社ヤマニパッケージ

多治見 (株)岡島建設

多治見 トヨタモビリティパーツ(株)岐阜支社 多治見営業グループ

多治見 株式会社ホワイトハウス

多治見 株式会社一久

多治見 株式会社中央重機

多治見 有限会社正村工建

多治見 竹生

多治見 岐阜県立多治見工業高校硬式野球部後援会

多治見 伸永建設株式会社

多治見 (農)大湫機械化営農組合

多治見 株式会社やまと

多治見 社会福祉法人東濃福祉会

多治見 第一陶技学園

多治見 株式会社山森土本鉱業所

多治見 社会福祉法人多治見市社会福祉協議会　多治見市総合福祉センター

多治見 日本キャタピラー合同会社

多治見 株式会社青木転写

多治見 明月

多治見 株式会社コーケン社

多治見 パシフィックゴルフマネージメント株式会社　花の木ゴルフクラブ

多治見 たわらや

多治見 ウエムラ株式会社　東濃営業所

多治見 荻須学園　　多治見ひまわり幼稚園

多治見 有限会社伊藤電通

多治見 有限会社江口ボデーショップ

多治見 有限会社マルゴー

多治見 新日本ガス株式会社　東濃支店

多治見 日研株式会社

多治見 株式会社　岐阜製砥

多治見 小瀧窯業株式会社



多治見 株式会社共栄電気炉製作所

多治見 株式会社カクジン

多治見 瑞陵ゴルフ倶楽部

多治見 ＴＯＴＯマテリア株式会社　

多治見 株式会社大島電氣工事

多治見 佐々木陶器株式会社

多治見 水野電気工事株式会社

多治見 板垣造園土木株式会社

多治見 （有）なお

多治見 サシケイ家具株式会社　多治見店

多治見 新興窯業株式会社　

多治見 株式会社主婦の店　土岐店

多治見 御食事処　山葵

多治見 株式会社庭勇

多治見 丹羽サッシ工業(株)

多治見 株式会社山西　多治見店

多治見 東濃重機株式会社

多治見 有限会社吉川左官

多治見 永大化学株式会社

多治見 株式会社永田重機

多治見 中嶋周一商店

多治見 株式会社ショクブン多治見営業所　

多治見 中北薬品（株）　土岐支店

多治見 株式会社丸辰

多治見 株式会社ウイセラ

多治見 ベルフラワーカントリー倶楽部

多治見 (有)ヤマウチ燃料

多治見 有限会社東濃マシンツール

多治見 有限会社小栗造園

多治見 株式会社志知　

多治見 岐阜県立土岐商業高等学校　硬式野球部　父母の会

多治見 有限会社　ヤクシン

多治見 株式会社小倉陶器

多治見 アダプトゲン製薬（株）

多治見 株式会社 林電機商会

多治見 加藤組株式会社

多治見 日新火災海上保険株式会社　多治見サービス支店

多治見 株式会社ヤマス

多治見 櫻井建設株式会社

多治見 有限会社笠原環境クリーン

多治見 新生テクノス株式会社　名古屋支店　多治見営業所

多治見 岐阜県警察本部交通部高速道路交通警察隊　多治見分駐隊

多治見 大蔵商事株式会社　中部営業部土岐

多治見 味楽

多治見 株式会社東愛

多治見 ＵＤトラックス(株)東濃CC

多治見 町野自動車工業有限会社

多治見 中京高等学校テニス部

多治見 株式会社中日ホーム

多治見 中日本ハイウエイ・エンジニアリング名古屋(株)

多治見 高井病院

多治見 割烹　幸舞亭

多治見 中日本フード(株)　　東濃営業部

多治見 株式会社トーテック

多治見 有限会社中日新聞小泉店

多治見 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　多治見支店

多治見 ひかり

多治見 総合老人福祉施設　ベルツリー

多治見 土岐市立総合病院

多治見 株式会社おぎそ

多治見 土岐紅陵高校　野球部

多治見 公益社団法人土岐市シルバー人材センター

多治見 株式会社安藤建設

多治見 多治見大和幼稚園



多治見 水野化学工業株式会社　土岐工場

多治見 満留寿

多治見 岐阜県立土岐商業高等学校　バレー部

多治見 株式会社JTECT

多治見 有限会社インターベック

多治見 橋本商事(有)

多治見 丸新株式会社

多治見 株式会社高田商会

多治見 東濃自動車工業株式会社　本社工場

多治見 大東建託株式会社　多治見支店

多治見 学校法人安達学園　中京高等学校軟式野球部

多治見 東建コーポレーション（株）多治見店　

多治見 （公益社団法人）瑞浪市シルバー人材センター

多治見 株式会社市川工務店　東濃支店

多治見 トヨタＬ＆Ｆ中部(株)　多治見（営）

多治見 中京高等学校剣道部

多治見 株式会社各務加工所

多治見 株式会社アイランドジー・アイ  小田事業所

多治見 UCCコーヒープロフェッショナル㈱多治見支店

多治見 明和工業株式会社

多治見 株式会社メイチュー　土岐津工場

多治見 アイ・ティー･エスファーム株式会社　中部事業所

多治見 御食事処　志江留

多治見 株式会社ミノヤランチサービス　多治見店

多治見 株式会社ホンダ自販岐阜　Honda Cars 岐阜北 多治見店

多治見 岐阜スズキ販売(株)

多治見 岐阜日産自動車株式会社　土岐店

多治見 ネッツトヨタ岐阜株式会社　多治見店

多治見 ネッツトヨタ岐阜株式会社　土岐店

多治見 岐阜トヨペット株式会社　多治見店

多治見 岐阜トヨペット（株）　土岐店

多治見 コマツカスタマーサポート(株)　名岐東支店

多治見 トヨタカローラ岐阜(株)　瑞浪店

多治見 医療法人瑞岐会

多治見 トヨタカローラ岐阜株式会社　多治見店

多治見 土岐三菱自動車販売株式会社

多治見 ニチイケアセンター多治見

多治見 有限会社駒寿司

多治見 ニチイケアセンター土岐

多治見 社会医療法人聖泉会　　聖十字病院

多治見 トヨタカローラ岐阜(株)　土岐店

多治見 有限会社タニグチ

多治見 (有)工藤葬具店

多治見 東邦薬品(株)　多治見営業所

多治見 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

多治見 株式会社サン・ライン

多治見 医療法人社団仁愛会　瑞浪病院

多治見 （株）マル若商店(円茶寮)

多治見 社会福祉法人みらい

多治見 岐阜県警察本部交通部交通機動隊　東濃分駐隊

多治見 岐阜日産自動車（株）土岐肥田店

多治見 (株)ジーケーエス　東濃支店

多治見 社会福祉法人千寿会 特別養護老人ホーム千寿の里

多治見 日産部品東海販売（株）　多治見店

多治見 株式会社伊藤園　　東濃支店

多治見 中京高等学校　陸上競技部

多治見 ペットライン株式会社

多治見 土岐商業高等学校陸上部

多治見 ニチイケアセンターすみよし

多治見 株式会社　木曽路　多治見店

多治見 美濃包材株式会社

多治見 こぶし

多治見 河上薬品商事株式会社　多治見（営）

多治見 中部薬品株式会社



多治見 多治見市役所駅北庁舎

多治見 社会福祉法人美徳会　特別養護老人ホーム　ビアンカ

多治見 土岐市総合福祉センター　ウエルフェア土岐

多治見 メンテックス株式会社

多治見 安藤設備工業株式会社

多治見 株式会社美濃椎茸

多治見 明治牛乳瑞浪宅配センター

多治見 特定非営利活動法人陶宅老所いちにのさん

多治見 （一財）岐阜県環境管理技術センター東濃支所

多治見 岐阜ヤナセ株式会社　多治見営業所

多治見 ダンロップタイヤ中部株式会社　東濃営業所

多治見 株式会社　ショクブン　瑞浪営業所

多治見 株式会社ＵＲＡＫＵ　デイサービス遊楽苑　市之倉

多治見 タマホーム株式会社　

多治見 (株)西日本宇佐美　中部支店

多治見 学校法人渓泉学園

多治見 学校法人渓泉学園　菫根本幼稚園

多治見 株式会社　十六銀行　瑞浪支店

多治見 向陽信和株式会社

多治見 株式会社大和設備

多治見 医療法人慈生会　浜田・浅井医院

多治見 (株)ハラキン　

多治見 有限会社ダイセン

多治見 岐阜県立はなの木苑

多治見 株式会社協和義肢製作所

多治見 有限会社庭光造園

多治見 医療法人仁寿会　介護老人保健施設アルマ・マータ

多治見 割烹料亭　なにわ

多治見 株式会社中根モータース　マツダオートザム土岐

多治見 株式会社八神製作所　多治見営業所

多治見 株式会社大同

多治見 株式会社健康第一調剤薬局　デイサービスセンター生楽

多治見 東濃ハウジング株式会社

多治見 株式会社ＭＡＲＵＷＡ　土岐工場

多治見 真空セラミックス株式会社

多治見 岐阜トヨタ自動車株式会社

多治見 東濃学校給食炊飯センター株式会社

多治見 Ｋ ライン・ケアセンター多治見

多治見 コカ・コーラボトラーズジャパン(株)　土岐セールスセンター

多治見 ビジネスホテル　リバーサイド古窯

多治見 有限会社磯村工務店

多治見 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

多治見 かさはら福祉センター

多治見 サンホーム滝呂

多治見 社会福祉法人多治見市社会福祉協議会　多治見市ふれあいセンター姫

多治見 社協たじみ介護支援事務所

多治見 株式会社山田林業

多治見 株式会社システム通信

多治見 株式会社OGURA

多治見 三井住友海上火災保険(株)　岐阜支店　東濃支社

多治見 豊生ブレーキ工業株式会社　土岐工場

多治見 株式会社東岐空調

多治見 ロジスネクス中部(株)　東濃支店

多治見 ユニオン株式会社

多治見 株式会社ＮＩＰＰＯ　岐阜統括事業所

多治見 株式会社バロー　本部

多治見 富士ビジネスマシンズ株式会社　多治見支店

多治見 土岐市南消防署

多治見 学校法人安達学園　中京高等学校柔道部

多治見 サニーサイドホスピタル

多治見 土岐ケアセンターそよ風

多治見 矢野電算株式会社　多治見営業所

多治見 有限会社沢田重機

多治見 有限会社ハウスプロ



多治見 株式会社大恭

多治見 土岐津産業株式会社

多治見 株式会社二幸

多治見 岐阜トヨタ自動車株式会社　土岐店

多治見 株式会社柴田電話工事

多治見 有限会社フローリッシュ

多治見 岐阜県東濃農林事務所

多治見 岐阜窯業株式会社

多治見 サカエ商事有限会社

多治見 日本年金機構 多治見年金事務所

多治見 (株)アイランドジー・アイ　ますみ事業所

多治見 多治見市大畑センター

多治見 シーエヌ建設株式会社　多治見工事所

多治見 シーエヌ建設(株)　多治見軌道事務所

多治見 ロジスネクス中部(株)　東濃支店　瑞浪サービスセンター

多治見 岐阜スバル自動車(株)　土岐泉店

多治見 株式会社章榮

多治見 大東建託パートナーズ（株）多治見営業所

多治見 三光化成株式会社　多治見工場

多治見 爽ケア株式会社

多治見 トーテックアメニティ(株)東濃サービスセンター

多治見 有限会社 アットホーム

多治見 セコム株式会社　多治見支社

多治見 ニチイケアセンター太平町

多治見 土岐ダイナパック株式会社

多治見 株式会社光秀　多治見事業所

多治見 日本ハイウエイ・サービス(株)　東濃事業所

多治見 株式会社アマダ　土岐事業所

多治見 株式会社原芳商会　土岐営業所

多治見 ミライフ西日本(株)　多治見店

多治見 株式会社ミノヤランチサービス　土岐店

多治見 (株)フジコン

多治見 有限会社香輝

多治見 住友不動産株式会社　岐阜東営業所

多治見 障害者福祉サービス事業所　どんぐり工房

多治見 株式会社ワセ田ガス多治見営業所

多治見 株式会社ＵＲＡＫＵ

多治見 株式会社十六銀行　土岐支店

多治見 株式会社アイコットリョーワ

多治見 株式会社河地鉄工

多治見 有限会社十九田陶業

多治見 有限会社上山設備

多治見 有限会社ミヤテクノ

多治見 有限会社古川工業所

多治見 ひかりハウジング(株)

多治見 株式会社アジア　

多治見 有限会社ぬくもり

多治見 (株)スーシー

多治見 トーノー基礎工事株式会社

多治見 イスコジャパン株式会社　多治見営業所

多治見 株式会社土岐津商会

多治見 株式会社岸本土建

多治見 有限会社西山紙器

多治見 株式会社エネサーブ岐阜

多治見 全国労働者共済生活協同組合連合会　岐阜推進本部　東濃支所

多治見 共和ライフ株式会社　

多治見 日本料理　きん魚

多治見 (株)福祉の里　土岐営業所

多治見 株式会社　張文

多治見 おりべネットワーク（株）

多治見 (有)ツカモトモータース

多治見 稲津自動車工業（有）

多治見 (株)ベルキッチン

多治見 (株)名古屋銀行　多治見支店



多治見 ニチイケアセンターたきろ

多治見 (株)エムトラスト

多治見 ホシザキ東海株式会社　東濃営業所

多治見 ビューテック株式会社　建材事業部　多治見

多治見 中部フーズ株式会社

多治見 (株)トライネクスト

多治見 (株)中日本リネン

多治見 (株)稲荷場

多治見 中部流通(株)

多治見 (株)旬　ＧＡＲＡＧＥ　ＳＨＵＮ

多治見 小泉造園(株)

多治見 (株)イザワピグメンツ

多治見 株式会社ファーストホケン事務所

多治見 イワトー株式会社

多治見 地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院

多治見 （一社）パブリックサービス　多治見事業所

多治見 ヤマモトエナジー販売株式会社　多治見営業所

多治見 株式会社　シンセン　多治見支店

多治見 株式会社アイシン

多治見 株式会社ＴＣｈｉｃ

多治見 デイサービス　つくしんぼ

多治見 心音ケアセンター土岐

多治見 太陽建機レンタル(株)多治見支店

多治見 (有)ひなたぼっこ　さと

多治見 株式会社ヤクルト東海  瑞浪オフィス

多治見 株式会社アクティブライフ

多治見 デイサービス　アストレ　梅ノ木

多治見 (株)バウハウス

多治見 介護老人福祉施設　ジョイフル多治見

多治見 (株)玉川釉薬

多治見 日本ボデーパーツ工業株式会社　中部支店

多治見 ＮＴＴ西日本ビジネスフロント(株)東濃営業所

多治見 (株)秀和

多治見 株式会社飯田建設

多治見 株式会社ニチイ学館　多治見支店

多治見 医療法人仁寿会タジミ第一病院

多治見 NECフィールディング株式会社　東濃営業所

多治見 老人訪問看護ステーションコスモス

多治見 アベイズム(株)　中部事業所

多治見 株式会社ナイスワーク　多治見支店

多治見 東濃デイサービスセンター滝呂

多治見 東濃訪問看護ステーション

多治見 東濃デイサービスセンター東館

多治見 東濃デイリハビリセンター元町

多治見 岐阜舗道(株)

多治見 斉藤建設株式会社

多治見 東海マツダ販売(株)　多治見店

多治見 東海マツダ販売株式会社　土岐店

多治見 特別養護老人ホームとき陶生苑

多治見 共栄ライフパートナーズ(株)多治見営業所

多治見 (有)極楽屋

多治見 名古屋モザイク工業株式会社　本社

多治見 トヨタ自動車(株)　多治見サービスセンター

多治見 第二陶技学園

多治見 陶技学園みずなみ荘

多治見 株式会社　十味惣

多治見 心音ケアセンター瑞浪

多治見 三和シヤッター工業(株)多治見営業所

多治見 有限会社　古田建設

多治見 有限会社　汰我建設

多治見 大垣共立銀行　瑞浪支店

多治見 日本道路興運株式会社　岐阜出張所

多治見 有限会社　西戸電気商会

多治見 特別養護老人ホームみずなみ陶生苑



多治見 （株）アーネストワン　多治見営業所

多治見 株式会社　コパン

多治見 （有）美和警備保障

多治見 カネ美食品株式会社　多治見工場

多治見 株式会社　LIXIL　東濃営業所

多治見 株式会社平プロモート　多治見オフィス

多治見 十六TT証券株式会社　多治見支店

多治見 株式会社　のじり組

多治見 株式会社　ホットスタッフ　多治見

多治見 株式会社大島電氣工事　多治見支店

多治見 株式会社オーシマホーム

多治見 養護老人ホーム土岐市恵風荘　養護老人ホーム土岐市恵風荘老人デイサービスセンター

多治見 コカ･コーラボトラーズジャパンベンディング(株)土岐セールスセンター　

多治見 養護老人ホーム　多容荘

多治見 ドリーム陶都

多治見 リフォームプラザ　イシグロ土岐店

多治見 株式会社　Danto Tile　商品センタ－

多治見 岐阜県東濃保健所

多治見 株式会社シイエム・シイ

多治見 中部電力パワーグリッド(株)送変電技術センターリニア関連送変電工事所

多治見 有限会社　伊藤造園

多治見 三協株式会社　名古屋営業所

多治見 株式会社トーヨージャパン

多治見 ネクステージ　土岐多治見店

多治見 東濃デイサービスセンター松坂

多治見 東山フイルム株式会社

多治見 株式会社　フタダ

多治見 社会福祉法人　多治見市社会福祉協議会　優が丘

多治見 大和冷機工業株式会社　多治見営業所

多治見 株式会社米津西部　東濃支店

多治見 一建設株式会社　多治見営業所

多治見 株式会社伊藤段ボール工業所　土岐工場

多治見 ヨシケイ岐阜　多治見営業所

多治見 ニチイケアセンター瑞浪

多治見 株式会社名鉄ＡＵＴＯ　多治見店

多治見 コパンスポーツクラブ瑞浪

多治見 株式会社國本起業

多治見 株式会社エィ・ダブリュ瑞浪

多治見 株式会社松岡技研

多治見 株式会社TOKAI　多治見営業所

多治見 太陽日酸エネルギー(株)中部支社東濃支店

多治見 (株)HSケアサービス　デイサービス宝

多治見 株式会社サンアイ岡本　多治見事業所

多治見 佐藤工業(株)大針作業所

多治見 (株)テクノツリー 多治見オフィス

多治見 株式会社エネファント

多治見 那須建設

多治見 コカ・コーラボトラーズジャパンビジネスサービス（株）

多治見 株式会社ガスパル多治見販売所

多治見 タイヘイ（株）多治見営業所

多治見 協和電機化学（株）土岐工場

多治見 中央新幹線日吉トンネル新設（南垣外工区）工事作業所

多治見 フクダライフテック中部(株)土岐営業所

多治見 東海旅客鉄道(株)中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部中央新幹線岐阜工事事務所（多治見分室）

多治見 コマツカスタマーサポート(株)　

多治見 西尾レントオール(株)東濃営業所

多治見 株式会社アスライズ

多治見 (株)エネサンス中部 多治見営業所

多治見 (株)ミツウロコヴェッセル中部 東濃店

多治見 株式会社ワラケン東濃事業所

多治見 金属技研株式会社土岐工場

多治見 メモリアル光陽

多治見 (有)岐東衛生社浄化槽部

多治見 株式会社中川



多治見 ダスキン明和支店

多治見 世紀東急工業株式会社名古屋混合所多治見合材工場

多治見 中部魚錠(株)土岐営業所

中津川 岐阜中津川自動車学校

中津川 東濃森林管理署

中津川 付知土建株式会社

中津川 株式会社小栗屋

中津川 株式会社トーエネック 中津川営業所

中津川 中津川市消防本部　中消防署

中津川 中央生コンクリート株式会社

中津川 株式会社吉川工務店

中津川 岐阜県中津川警察署

中津川 加子母総合事務所

中津川 東美濃農業協同組合坂本支店

中津川 澤野電機株式会社

中津川 (株)みなとや

中津川 株式会社佐々木工務店

中津川 坂下総合事務所

中津川 付知総合事務所

中津川 株式会社鳴海組

中津川 東濃自動車学校

中津川 ハラ建設株式会社

中津川 共栄液化瓦斯株式会社

中津川 株式会社笠置電業社

中津川 岐阜信用金庫中津川支店

中津川 王子エフテックス株式会社　中津工場

中津川 株式会社ハラモク

中津川 鈴木工業株式会社

中津川 日本郵便株式会社　中津川郵便局

中津川 中津川市福岡総合事務所

中津川 株式会社吉村石油店

中津川 阿木土建株式会社

中津川 福井電設株式会社

中津川 美濃工業株式会社

中津川 坂下建設株式会社

中津川 有限会社伊藤自動車サービス工場

中津川 中部電力パワーグリッド株式会社 中津川営業所

中津川 中津紙工株式会社

中津川 早川木材株式会社

中津川 はざま酒造株式会社

中津川 有限会社加藤硝子店

中津川 株式会社中部ドライ

中津川 株式会社中島工務店

中津川 東海道路株式会社

中津川 株式会社恵那金属製作所

中津川 株式会社加藤製作所

中津川 中津川動力株式会社

中津川 東濃コンクリート工業株式会社

中津川 株式会社角田工業所

中津川 三菱電機(株)　中津川製作所

中津川 蘇水建設株式会社

中津川 株式会社トキワ

中津川 株式会社トーノーデリカ

中津川 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　中津川支店

中津川 太陽プロパン株式会社

中津川 株式会社前野工業所 中津川工場

中津川 今井建設工業株式会社

中津川 株式会社ムラカミ機械

中津川 新和工業株式会社

中津川 株式会社加地工務店

中津川 五十嵐工業株式会社

中津川 株式会社ユーワン

中津川 株式会社成栄建設

中津川 株式会社古井工務店



中津川 志津建設株式会社

中津川 (株)加藤工務店

中津川 付知川砂利採取株式会社

中津川 加子母森林組合

中津川 学校法人恵峰学園　杉の子幼稚園

中津川 有限会社木曾路

中津川 有限会社長多喜

中津川 飲食店旅館　しろやま

中津川 学校法人中京学院 中京学院大学

中津川 株式会社熊崎畜産

中津川 田口土木株式会社

中津川 井織屋

中津川 岐阜日産自動車（株）　中津川西

中津川 (株)協信

中津川 岐阜日産自動車　株式会社　中津川店

中津川 株式会社　十六銀行　中津川支店

中津川 高木建設株式会社

中津川 学校法人中津川学園 南さくら幼稚園

中津川 株式会社　岡山工務店

中津川 株式会社柴田建設

中津川 （有）菱小小木曽商店

中津川 学校法人緑ヶ丘学園　誠和幼稚園

中津川 三野道路株式会社

中津川 大平の山彦

中津川 株式会社松栄産業

中津川 中野測量設計株式会社

中津川 料理旅館たけはん

中津川 加藤建設工業株式会社

中津川 (株)金沢材木店

中津川 中津川市環境センター

中津川 東美濃農業協同組合本店

中津川 東美濃農業協同組合　中津川支店

中津川 有限会社河村サービス

中津川 有限会社西尾建材

中津川 主婦の店中津川店ショッピングランドスマイル駒場店

中津川 株式会社宮内石油店

中津川 株式会社桃井建設

中津川 有限会社伊東モータース

中津川 株式会社市岡製材所

中津川 酒井水道株式会社

中津川 (株)中央物産

中津川 石原電機工業(株)

中津川 有限会社藤井商店

中津川 株式会社原電気商会

中津川 有限会社成木自動車

中津川 丸架索道株式会社

中津川 三和建設株式会社

中津川 ヒムロ建材

中津川 中津川市森林組合

中津川 株式会社エヌ・エス・ピー

中津川 有限会社渡辺レッカー

中津川 篠田(株)東濃営業所

中津川 大山土木有限会社

中津川 (有)ヤマ上市川商店

中津川 有限会社安藤建設

中津川 極東電信工事株式会社

中津川 有限会社中島重機

中津川 準坊池　

中津川 有限会社濃州土建

中津川 ネッツトヨタ岐阜株式会社　中津川店

中津川 株式会社サラダコスモ

中津川 (株)中谷硝子店

中津川 株式会社孫八

中津川 中津川税務署



中津川 株式会社梅田組

中津川 有限会社内木モータース

中津川 学校法人聖和学園　付知のぞみ幼稚園

中津川 有限会社丸良製材所

中津川 有限会社交告プラスチック加工

中津川 岐阜信用金庫 付知支店

中津川 株式会社嘉美屋

中津川 中津川市消防本部　北消防署

中津川 (株)レクストエール パルティールプラス

中津川 株式会社ソーワテクニカ

中津川 深田電機株式会社中津川営業所

中津川 小椋重機有限会社

中津川 (株)梅田製材所

中津川 株式会社苗木建設

中津川 株式会社トライテック

中津川 社会福祉法人萱垣会　特別養護老人ホーム延暦寺広済寮

中津川 株式会社中京医薬品中津川営業所

中津川 株式会社ディア中津川

中津川 社会福祉法人五常会　特別養護老人ホーム瀬戸の里

中津川 恵曽水工株式会社

中津川 (株)恵美製作所

中津川 ケイナンクリーン（株）中津川支社

中津川 中菱テクニカ株式会社

中津川 キタノ技研工業 株式会社

中津川 岐阜県立中津商業高等学校野球部後援会

中津川 ミリオン電工株式会社

中津川 株式会社　ホンダカーズ岐阜　ＨｏｎｄａＣａｒｓ岐阜　中津川西店

中津川 (有)見晴荘

中津川 ダイシンコンサルタント(株)

中津川 太陽建設有限会社

中津川 十頃有限会社

中津川 ヤマコー株式会社

中津川 (株)エイコー

中津川 保母興産株式会社

中津川 中津川市役所

中津川 株式会社広和木材

中津川 美濃建設株式会社

中津川 共和木材工業株式会社

中津川 岐阜ダイハツ販売株式会社　中津川店

中津川 株式会社熊澤建築事務所

中津川 株式会社ヨシコウ

中津川 有限会社坂本ニュース販売

中津川 株式会社デンソーテン 中津川製作所

中津川 (株)古川建材工業

中津川 株式会社勝野製作所

中津川 株式会社くれない冷菓

中津川 株式会社昌和工業

中津川 株式会社ブリック　

中津川 (株)山寿ハヤカワ

中津川 社会福祉法人ひがし福祉会　飛翔の里生活の家

中津川 有限会社　初虎興業

中津川 総合病院　中津川市民病院

中津川 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会

中津川 西尾商店

中津川 くらた

中津川 株式会社田口建設

中津川 株式会社恵那医科

中津川 (有)清水屋石油店

中津川 有限会社中倉製材所

中津川 (有)三上石材

中津川 株式会社竹原ゴム加工

中津川 恵那眼鏡工業 株式会社

中津川 トーキン工業株式会社

中津川 料理旅館夕森荘



中津川 株式会社星ケ見

中津川 社会福祉法人麻の葉会　麻の葉学園

中津川 池戸設備工業株式会社

中津川 (株)愛紘

中津川 新栄石油株式会社中津川東給油所

中津川 料理店　辰巳

中津川 株式会社　富士薬品  中津川営業所

中津川 胞山工業(株)

中津川 株式会社上野産業

中津川 株式会社愛知銀行  中津川支店

中津川 東美濃農業協同組合  恵那北アグリセンター

中津川 二村商会

中津川 中津川工業高等学校野球部　父母会

中津川 イハラサイエンス株式会社　岐阜事業所

中津川 (有)青山クリーン

中津川 医療法人社団　日新会

中津川 檜創建株式会社

中津川 有限会社野村鉄工所

中津川 東濃建設有限会社

中津川 株式会社ユニ研

中津川 岐阜トヨタ自動車株式会社　中津川店

中津川 中津川市国民健康保険　坂下診療所

中津川 土岐三菱自動車販売株式会社　中津川店

中津川 岐阜トヨペット株式会社　中津川店

中津川 トヨタカローラ岐阜株式会社　中津川店

中津川 末松商亊株式会社

中津川 三菱ふそうトラック・バス(株)中津川サービスセンター

中津川 有限会社吉村重機土木

中津川 株式会社　早川設備土木

中津川 さるとび荘

中津川 有限会社伊藤林業

中津川 株式会社三浦鐵工

中津川 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会　加子母支所

中津川 知多屋

中津川 中菱建材株式会社

中津川 株式会社ホンダプリモ中津川

中津川 医療法人みらい

中津川 岐阜東濃フレンズ父母会

中津川 (株)メック

中津川 有限会社山水施工

中津川 吉村瓦店

中津川 社会福祉法人敬愛会

中津川 株式会社アイワ設備

中津川 桂川鉄工所

中津川 (株)日建建設

中津川 (株)ジャパンビバレッジ　岐阜東支店

中津川 有限会社伊藤住設

中津川 株式会社 ナカデン

中津川 有限会社天晴

中津川 中津川市社会福祉協議会　付知支所

中津川 三菱電機ライフサービス株式会社　中津川支店

中津川 大山建材

中津川 成瀬モータース

中津川 株式会社ハッソー

中津川 一般財団法人中部電気保安協会　中津川営業所

中津川 有限会社タケイ電器

中津川 ワイ・ケー・ピー工業株式会社

中津川 (株)山田商店

中津川 有限会社　原設備

中津川 有限会社北原製作所

中津川 東美濃農業協同組合 中津川アグリセンター

中津川 全国農業協同組合連合会岐阜県本部東濃地区セレモニーセンター

中津川 有限会社岩寿荘

中津川 つげ石材株式会社



中津川 中津川市社会福祉協議会　蛭川支所

中津川 西山建設株式会社

中津川 島商事(株)東濃支店

中津川 有限会社奥田石材店

中津川 （有）早川産業

中津川 特定非営利活動法人つけちスポーツクラブ

中津川 東美濃農業協同組合　自動車センター

中津川 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会　福岡支所

中津川 株式会社クリアリゾート湯舟沢　

中津川 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会　坂下支所

中津川 株式会社西尾モータース

中津川 有限会社北原工業所

中津川 乙姫建設株式会社

中津川 社会福祉法人和敬会倶楽部　特別ヨウゴロウジンホームふくろうの杜

中津川 東海資源株式会社　東濃営業所

中津川 宮島建設株式会社

中津川 ランドプロス株式会社

中津川 株式会社エヌティエモーショナルサービス

中津川 株式会社伊藤木材店

中津川 有限会社一岳

中津川 ニチイケアセンター中津川

中津川 ダンロップタイヤ中部（株）恵那営業所

中津川 日本郵便株式会社　付知郵便局

中津川 東美濃農業協同組合　坂下支店

中津川 コマツカスタマーサポート（株）中部カンパニー　東濃支店

中津川 日本郵便株式会社　坂本郵便局

中津川 新生テクノス株式会社　中津川営業所

中津川 王子工営中部（株）　中津川事業所

中津川 エニワン有限会社

中津川 Care Bank 株式会社

中津川 医療法人みらい　デイサービスセンターひだまり苑

中津川 コパンスポーツクラブ中津川

中津川 中津川市社会福祉協議会　山口支所

中津川 株式会社ミノヤランチサービス　中津川店

中津川 株式会社中日岐阜サービスセンター

中津川 付知町森林組合

中津川 有限会社大蔵自動車工業所

中津川 株式会社トーカイ　中津川営業所

中津川 東美濃農業協同組合 付知支店

中津川 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社岐阜カンパニー中津川営業所

中津川 株式会社トキワ　落合工場

中津川 （有）アームズ

中津川 日本郵便株式会社　福岡郵便局

中津川 日本郵便株式会社　苗木郵便局

中津川 東美濃農業協同組合　落合支店

中津川 日本郵便株式会社　坂下郵便局

中津川 株式会社オーセンテック

中津川 にぎわいプラザ

中津川 岐阜日野自動車株式会社　中津川営業所

中津川 ぎふ村温泉デイサービスセンター

中津川 東美濃農業協同組合　灯油配送センター

中津川 カトービルサービス株式会社

中津川 ニチイケアセンター坂本

中津川 株式会社光測量コンサルタント

中津川 ニチイケアセンターみの坂本

中津川 社会福祉法人萱垣会　ゆうらく苑

中津川 東美濃農業協同組合　福岡支店

中津川 株式会社 e m i - g o

中津川 株式会社井口設備

中津川 特別養護老人ホーム恵翔苑

中津川 ユニオンエレックス株式会社

中津川 セコム（株）中津川営業所

中津川 恵那峡ワンダーランド

中津川 (株)ダイシンエッグ



中津川 特別非営利活動法人中津川体育協会（東美濃ふれあいセンター）

中津川 東海労働金庫　中津川支店

中津川 岐阜県立中津商業高等学校　陸上競技部父母の会

中津川 昭和企業(株)中津川（営）

中津川 お食事処　さざれ石

中津川 (株)ミュージーコーポレーション

中津川 エムアイ計装システム株式会社

中津川 名古屋市中津川野外教育センター

中津川 レッツ倶楽部　美乃坂本

中津川 鹿島・日本国土開発・吉川特定工事共同企業体　中央アルプストンネル(山口)ＪＶ工事事務所

中津川 株式会社愛工機器製作所

中津川 株式会社トーエネックサービス　中津川営業所

中津川 株式会社　市岡工業

中津川 昭和包装工業（株）

中津川 （株）大林組・ＪＦＥエンジニアリング（株）特定建設工事共同企業体

中津川 株式会社　中津川水道施設サービス

中津川 株式会社　米津西部　中津川支店

中津川 株式会社吉川工務店中津生コン工場

中津川 十六ＴＴ証券株式会社

中津川 株式会社アルティー

中津川 東海旅客鉄道株式会社　中津川電気区

中津川 ニチイケアセンター手賀野

中津川 株式会社イワビシ

中津川 (株)八十二銀行　中津川支店

中津川 (株)若林組

中津川 株式会社奥村組　瀬戸トンネル工事所

中津川 株式会社デンソー 中津川事業所

中津川 東海旅客鉄道(株)中津川保線支区

中津川 富士精密（株）　中津川工場

中津川 岐阜信用金庫　坂下支店

中津川 日本郵便株式会社　蛭川郵便局

中津川 村崎建設株式会社

中津川 株式会社CaN-TEC

中津川 太陽建機レンタル(株)中津川支店

中津川 デイサービスなないろ

中津川 合同会社ラーテル

中津川 島崎株式会社住設事業部

中津川 中部総合車両基地ＪＶ工事事務所

中津川 株式会社アクセル中津川支店

中津川 有限会社慈光堂葬祭

中津川 駒場トンネルＪＶ工事事務所

中津川 株式会社ミトモコーポレーション中津川支店

中津川 有限会社マルナカ紙業

中津川 株式会社大坪通信設備

恵那 恵那消防署

恵那 山本石油株式会社

恵那 恵那ダイハツ株式会社

恵那 ミライフ西日本株式会社　恵那店

恵那 セントラル建設株式会社

恵那 日本郵便株式会社　恵那郵便局

恵那 (株)ナカヤマ

恵那 恵那ダンボール株式会社

恵那 協和ダンボール株式会社

恵那 愛岐工業 株式会社

恵那 カネ九商事株式会社

恵那 岐阜信用金庫　恵那支店

恵那 東邦液化ガス株式会社 恵那営業所　

恵那 岐阜県恵那警察署

恵那 岐阜県恵那土木事務所

恵那 恵那市役所　

恵那 株式会社ＥＧＨ

恵那 中部食産株式会社

恵那 株式会社近藤工務店

恵那 東濃コアー株式会社



恵那 恵那高原開発株式会社

恵那 岐阜トヨタ自動車株式会社　恵那店

恵那 いすゞ自動車中部（株）恵那サービスセンター

恵那 金子建築工業株式会社

恵那 （株）マルト建設

恵那 リコーエレメックス株式会社

恵那 白鳥恵那愛知電機株式会社

恵那 株式会社三島電気工事

恵那 恵中建設株式会社

恵那 近藤電気工業株式会社

恵那 本多金属工業株式会社

恵那 有限会社湖楽園

恵那 小林住建(株)

恵那 大洋石油株式会社

恵那 かね大建設株式会社

恵那 岐阜トヨペット(株)　恵那店

恵那 トヨタカローラ岐阜株式会社　恵那店

恵那 日産チェリー東濃販売(株)

恵那 恵那県事務所

恵那 昭和包装工業株式会社

恵那 (株)河原淡水魚

恵那 天理教愛町分教会愛信恵布教所

恵那 東栄製紙工業株式会社

恵那 セッツカートン（株）　恵那工場

恵那 有限会社水野刃物製作所

恵那 (株)中神工務店

恵那 (株)エナ重機

恵那 有限会社名恵工業

恵那 エコセンター恵那

恵那 旅館　いち川

恵那 岡三証券(株)　恵那支店

恵那 （一財）国民宿舎　恵那山荘

恵那 恵那農林事務所

恵那 青山観光(株)　山菜園

恵那 東邦パック株式会社

恵那 (株)十六銀行　恵那支店

恵那 恵那市教育委員会

恵那 田口建設株式会社

恵那 有限会社可知水道

恵那 有限会社遠藤機械

恵那 有限会社おゝくら

恵那 有限会社民宿藤太郎

恵那 特別養護老人ホーム万年青苑

恵那 東海環境事業株式会社　東濃支店

恵那 民宿よしだや

恵那 かんぽの宿恵那

恵那 有限会社大建産業

恵那 生活協同組合コープぎふ 恵那中津支所

恵那 株式会社アパックス

恵那 御食事処　力

恵那 社会福祉法人たんぽぽ福祉会

恵那 料理・旅館　鹿之湯

恵那 日立建機日本株式会社　東濃営業所

恵那 株式会社奥山水道設備工業

恵那 岐阜県立恵那農業高等学校

恵那 有限会社すし勝

恵那 株式会社　西尾管工業

恵那 株式会社大野工機

恵那 古屋産業株式会社

恵那 株式会社 イソベ

恵那 独立行政法人水資源機構　阿木川ダム管理所

恵那 東海理化ＮＥｘＴ株式会社

恵那 有限会社ツゲ設備

恵那 株式会社地域コンサルタント



恵那 リコージャパン(株)販売事業本部　岐阜支社 恵那事業所

恵那 (株)神戸館　

恵那 有限会社 山正環境管理

恵那 (有)林電気通信工事

恵那 株式会社恵那川上屋　

恵那 有限会社八百芳

恵那 株式会社中日サンクリーン

恵那 学校法人恵峰学園　すずめっこ杉の子幼稚園

恵那 株式会社伸晃　恵那工場

恵那 社会福祉法人　恵那市社会福祉協議会

恵那 東美濃農業協同組合 恵那アグリセンター

恵那 栄光株式会社　東濃営業所

恵那 トヨタＬ＆Ｆ中部株式会社　恵那営業所

恵那 特別養護老人ホーム　明日香苑

恵那 岐阜県農業共済組合 東濃支所

恵那 有限会社タカトク

恵那 株式会社日伸建設

恵那 有限会社躍進

恵那 (有)美吉物産

恵那 有限会社佐藤建設

恵那 パックス株式会社

恵那 株式会社くらしの東栄

恵那 ケイナンクリーン株式会社

恵那 株式会社サンクスネットワーク

恵那 有限会社ハヤシ

恵那 社会福祉法人　恵那市社会福祉協議会　明智支所

恵那 有限会社纐纈

恵那 ユニオン機工株式会社

恵那 ヤマモトエナジー販売株式会社

恵那 日本郵便株式会社　武並郵便局

恵那 ネッツトヨタ岐阜(株)恵那店

恵那 東美濃農業協同組合　恵那支店

恵那 東美濃農業協同組合　恵那西支店

恵那 東美濃農業協同組合　明智支店

恵那 東海マツダ販売（株） 恵那店

恵那 有限会社東海バイオ

恵那 有限会社百万ドル

恵那 岐阜県立恵那特別支援学校

恵那 株式会社アイギハウジング

恵那 有限会社ささゆり　

恵那 株式会社東海近畿クボタ　恵那営業所

恵那 NPOぎふ村　デイサービスセンター

恵那 有限会社　耕グループ　

恵那 医療法人恵雄会 介護老人保健施設こころ

恵那 東美濃農業協同組合　恵那北部支店

恵那 東美濃農業協同組合　山岡支店

恵那 株式会社　安藤通信

恵那 恵那市学校給食センター

恵那 山岡デイサービスセンターゆとり

恵那 市立恵那病院

恵那 中電配電サポート株式会社　恵那営業所

恵那 有限会社エーピーエル

恵那 北陽建設株式会社　岐阜営業所

恵那 株式会社ベスト飲料

恵那 日本郵便株式会社　明智郵便局

恵那 日本郵便株式会社　岩村郵便局

恵那 大垣共立銀行　恵那支店

恵那 東液カスタマーサービス株式会社　恵那営業所

恵那 明知鉄道株式会社　バス事業

恵那 東海エコシステム(株)

恵那 笹平カントリー倶楽部

恵那 株式会社　山岡ハウジング

恵那 恵那市立　山岡こども園

恵那 岩村こども園



恵那 岐阜県リニア推進事務所

恵那 十六銀行　明知支店

恵那 社会福祉法人敬愛会　大井シクラメン

恵那 明智セラミックス株式会社

恵那 板垣建設株式会社

恵那 株式会社丸河興業　　岩村工場

恵那 株式会社丸ス松井材木店

恵那 株式会社加藤材木店

恵那 (株)加藤土建

恵那 株式会社丸河興業　　上矢作工場

恵那 株式会社堀井工務店

恵那 株式会社矢野土木

恵那 東美濃農業協同組合　恵南アグリセンター

恵那 岩村振興事務所

恵那 瀬戸石油店

恵那 有限会社水野製材所

恵那 明知ガイシ株式会社

恵那 ライフエナジー山岡株式会社

恵那 杉山石油店

恵那 株式会社明智ゴルフ倶楽部

恵那 株式会社伊藤商会

恵那 レストランかわい

恵那 (有)さんらく

恵那 (株)双立

恵那 株式会社オザキ

恵那 明光化成工業株式会社

恵那 明知鉄道株式会社

恵那 山岡カントリークラブ

恵那 岩村城址観光（株）岩村山荘

恵那 岩村三協株式会社

恵那 (株)アメリカンネットサービス

恵那 有限会社共和土木

恵那 株式会社入山

恵那 岩村消防署

恵那 （有）恵南住宅設備

恵那 丸河商事(株)

恵那 恵那機器(株)

恵那 お食事処　鳥兵

恵那 恵南森林組合

恵那 恵那市社会福祉協議会　岩村支所

恵那 岐阜県畜産研究所　酪農研究部

恵那 ふじ吉

恵那 山岡電気工事株式会社

恵那 上矢作病院

恵那 清鉄興業株式会社

恵那 有限会社エフツーカンパニー

恵那 株式会社小栗材木店

恵那 恵那市養護老人ホーム 恵光園

恵那 恵和会　本部事務局　

恵那 株式会社ＵＡＣＪ金属加工　恵那工場

恵那　 （有）ファインロック

恵那 有限会社セキュリティ・トラスト

恵那 訪問看護ステーション　シエント

恵那 株式会社　東海技研

恵那 ニューキャタピタルゴルフ倶楽部

恵那 福寿苑

恵那 公益財団法人恵那市体育連盟

恵那 日本郵便株式会社　山岡郵便局

恵那 恵那市介護老人保健施設ひまわり

恵那 株式会社東濃ＬＩＸＩＬ製作所

恵那 株式会社ヤマグチ建設　恵那支店

恵那 オルガノプラントサービス株式会社

恵那 恵那南高等学校硬式野球部後援会

恵那 フジタ・鈴中工業共同企業体　中電恵那造成作業所



恵那 株式会社　河合総合

恵那 株式会社オア・シス

恵那 明知・大成化工株式会社

恵那 アジア産業(株)東濃営業所

恵那 有限会社恵那エルピージー配送センター

恵那 ニチイケアセンター恵那

恵那 東山フイルム　恵那工場

恵那 恵那保健所

恵那 吉田直土木(株)長島工事事務所

恵那 飛島建設株式会社関電笠置発電所作業所

下呂 下呂市役所　金山振興事務所

下呂 奥飛騨酒造株式会社

下呂 イワタニ東海株式会社　金山営業所  

下呂 山口石油株式会社  金山給油所

下呂 有限会社竹腰商会

下呂 金山土木協業組合

下呂 佐橋工業株式会社  金山工場

下呂 飛騨農業協同組合　金山支店

下呂 株式会社讃建

下呂 株式会社伊田屋

下呂 有限会社兼山自動車

下呂 金山郵便局

下呂 （株）加藤組

下呂 株式会社中京医薬品　飛騨金山営業所

下呂 独立行政法人水資源機構 岩屋ダム管理所

下呂 株式会社別館飛山

下呂 細田軽金属株式会社

下呂 有限会社丸川造園

下呂 有限会社三星造園

下呂 株式会社マツオカ

下呂 有限会社大池工務店

下呂 八千代

下呂 クリーン金山(有)

下呂 株式会社千田工業

下呂 株式会社ナンバホーム

下呂 有限会社加藤石材店

下呂 株式会社田口建築

下呂 株式会社ダイエイハービス

下呂 株式会社アイギ

下呂 金本工業有限会社

下呂 有限会社後藤左官

下呂 魚忠

下呂 金森自動車工業

下呂 (有)すがたらいす

下呂 タニグチ自動車

下呂 有限会社旭モータース

下呂 株式会社かれん

下呂 (株)コムズ

下呂 松田建設(株)

下呂 日下部建設（株）

下呂 金子工業株式会社

下呂 株式会社小川屋

下呂 曙開発株式会社

下呂 今井建設株式会社

下呂 株式会社昭和屋工業

下呂 有限会社今正商店

下呂 岐阜森林管理署     

下呂 株式会社大装

下呂 下呂市役所　萩原庁舎

下呂 有限会社富永モータース

下呂 天領酒造株式会社

下呂 岐阜県下呂警察署

下呂 下呂興産株式会社

下呂 有限会社ミズホ食品



下呂 (株)マエノ

下呂 株式会社日晴リネンサプライ

下呂 中部電力パワーグリッド株式会社　飛騨電力センター

下呂 中部電力パワーグリッド株式会社　高山営業所　萩原サービスステーション

下呂 岐阜県下呂土木事務所

下呂 今井設備工業株式会社

下呂 株式会社水明館

下呂 株式会社梅田組

下呂 下呂市小坂振興事務所

下呂 株式会社トーエネック　萩原営業所

下呂 杉浦電気工事(株)

下呂 下呂モータース株式会社

下呂 下呂生コンクリート株式会社

下呂 株式会社 飛騨工務店

下呂 下呂市役所

下呂 馬瀬建設株式会社

下呂 飛騨農業協同組合　下呂支店

下呂 有限会社森水道工業所

下呂 萩原建材株式会社

下呂 株式会社ハウテック

下呂 南ひだ森林組合　下呂支所

下呂 飛騨農業協同組合　萩原支店

下呂 (株)平野鉄建

下呂 有限会社安江建設

下呂 上原土建株式会社

下呂 日産工業株式会社

下呂 金子工業株式会社　小坂事業所

下呂 (株)曽我組

下呂 有限会社神明山荘

下呂 ＫＫＲ下呂しらさぎ

下呂 小坂自動車株式会社

下呂 小坂町森林組合     

下呂 株式会社下呂観光ホテル

下呂 飛騨農業協同組合　竹原支店

下呂 下呂市消防本部

下呂 株式会社佐藤渡辺　萩原営業所

下呂 株式会社シーテック　岐阜支社 飛騨支店

下呂 株式会社アルメリア・スパアンドリゾーツ

下呂 飛騨農業協同組合　オートパル益田

下呂 丸共建設株式会社

下呂 野中石油株式会社

下呂 桂川電工株式会社

下呂 萩原郵便局

下呂 株式会社下呂中央市場

下呂 有限会社下呂明治屋　睦館

下呂 （株）熊﨑組

下呂 有限会社益田自動車教習所

下呂 株式会社　大清　くるまや18番事業部

下呂 はぎわらｅ株式会社

下呂 株式会社共和設備

下呂 株式会社 下呂魚介

下呂 (有)川口工務店       

下呂 株式会社丸山

下呂 有限会社飛騨クレーン工業

下呂 有限会社下呂ロイヤルホテル　雅亭

下呂 下呂市役所　馬瀬振興事務所

下呂 有限会社小坂タイヤ商会

下呂 飛騨川温泉土地株式会社　湯之島館

下呂 細江土建株式会社

下呂 下呂総合木材市売協同組合

下呂 合資会社下呂紅葉館

下呂 (株)遠藤組

下呂 住吉石油株式会社

下呂 有限会社竹内左官店



下呂 イワタニ東海株式会社飛騨支店

下呂 株式会社マルイケ

下呂 有限会社益田清掃社

下呂 有限会社三幸

下呂 サンリツ株式会社

下呂 株式会社ライフメタル桂川

下呂 （有）萩原チキンセンター

下呂 株式会社鐘芳商会

下呂 有限会社下町自動車工業

下呂 株式会社　岐阜機工

下呂 南ひだ　せせらぎ病院

下呂 二村板金工業有限会社

下呂 株式会社飛騨あずさ

下呂 共栄電気株式会社

下呂 障害者支援施設　益田山ゆり園

下呂 （株）弘栄工務店

下呂 株式会社　水鳳園

下呂 斐太自動車部品株式会社　下呂営業所

下呂 有限会社フタムラ設備

下呂 岩佐土建株式会社

下呂 金子建築株式会社

下呂 有限会社下呂特産加工

下呂 有限会社飛騨螺子製作所

下呂 有限会社 宮田造園土木

下呂 株式会社大清

下呂 (株)フローラ　メモリアルホール益田

下呂 馬瀬総合観光株式会社

下呂 益田通信建設株式会社

下呂 (有)飛騨メンテナンス

下呂 有限会社丸為

下呂 有限会社下呂環境

下呂 有限会社森山旅館　ホテル森山館   

下呂 飛州土木株式会社

下呂 サンライト工業株式会社

下呂 生活協同組合コープぎふ　益田支所

下呂 コマツ飛騨　益田営業所

下呂 下呂印刷(株)

下呂 有限会社井根鉄筋

下呂 岐阜日野自動車株式会社　萩原営業所

下呂 川西電業　株式会社

下呂 下呂農林事務所

下呂 ケービックス中日本(株)　岐阜営業所

下呂 株式会社レストインいちい

下呂 株式会社マテリアル東海　モータープール

下呂 下呂市社会福祉協議会 萩原支所

下呂 下呂市社会福祉協議会下呂支所

下呂 下呂市社会福祉協議会 小坂支所

下呂 有限会社小太郎

下呂 ＪＡグリーン株式会社　味彩

下呂 さわやかナーシング下呂

下呂 (株)フジテクノ

下呂 医療法人社団共寿会

下呂 株式会社岡﨑商会

下呂 有限会社中澤クリーン社

下呂 有限会社金山化成

下呂 飛騨農業協同組合　益田営農センター

下呂 有限会社倉地製材所

下呂 新日本ガス株式会社　下呂支店

下呂 新日本ガス株式会社　益田支店

下呂 有限会社村上設備

下呂 （株）春昇建築

下呂 斐太石油株式会社　萩原町SS

下呂 湯快リゾート株式会社　下呂彩朝楽本館

下呂 萩原自動車鈑金有限会社



下呂 下呂郵便局

下呂 (株)下呂キャリー

下呂 岐阜トヨタ自動車株式会社　下呂店

下呂 下島自動車

下呂 ＪＡグリーン株式会社　葬祭センター萩原

下呂 下呂市社会福祉協議会金山支所

下呂 あさぎりサニーランド

下呂 益田清風高等学校 硬式野球部

下呂 益田清風高等学校　陸上部育成会

下呂 飛騨川温泉しみずの湯

下呂 ひのきや

下呂 曽我冷熱株式会社

下呂 株式会社シーフード・マルイ

下呂 ホンダカーズ岐阜北　下呂店

下呂 富士石油

下呂 岐阜県立下呂特別支援学校

下呂 東放企業(株)　観光ホテル湯本館

下呂 飛騨農業協同組合　オートパル南益田

下呂 (株)アオキウッド

下呂 オテル・ド・マロニエ下呂温泉

下呂 （一社）あおぞら　訪問看護ステーション虹

下呂 株式会社テンダー　下呂幸田の杜

下呂 クオルト株式会社

下呂 株式会社マコト

下呂 メタウォーターGr.下呂管設備組合協同企業体

下呂 （株）平野建機

下呂 益田建設業協同組合

下呂 (株)十六銀行　下呂支店

下呂 株式会社　冠婚葬祭　こころの会

下呂 中部電力株式会社　飛騨水力管理所

下呂 （株）長登屋

下呂 株式会社飛騨コンピュータサービス

下呂 東海旅客鉄道(株)高山電気区下呂分室

下呂 有限会社電建　飛騨営業所

下呂 有限会社向野板金

下呂 小坂郵便局

下呂 東海非破壊検査株式会社

下呂 高山信用金庫下呂支店

高山 中部電力パワーグリッド株式会社　岐阜支社 高山営業所

高山 高山国道事務所

高山 岐阜県高山土木事務所

高山 オオクラ株式会社

高山 株式会社トーエネック高山営業所

高山 株式会社宮本

高山 高山市役所財務部

高山 高山警察署

高山 高山市清見支所

高山 株式会社伊千呂

高山 森建設株式会社

高山 岐阜トヨタ自動車株式会社高山店

高山 株式会社垣越組

高山 株式会社メディセオ　高山支店

高山 河上車輌株式会社

高山 高山電気工事株式会社

高山 株式会社　十六銀行　高山支店

高山 株式会社山善商店

高山 いすゞ自動車中部（株）

高山 高山市久々野支所

高山 株式会社永井商店

高山 澤田建設株式会社

高山 丸正建設株式会社

高山 白川村役場

高山 飛騨農業協同組合　清見支店

高山 小坂建設株式会社



高山 株式会社田口建設

高山 株式会社打保屋

高山 清水商事株式会社

高山 橋本建設（株）

高山 株式会社南組

高山 岸田木材株式会社

高山 株式会社長瀬土建

高山 高山米穀協業組合

高山 高山市一之宮支所

高山 山一商事株式会社　

高山 株式会社 新井組

高山 池松建設株式会社

高山 有限会社なるせ

高山 斐太石油株式会社

高山 NTTビジネスソリューションズ(株)　高山支店

高山 飛騨産業株式会社

高山 株式会社松葉組

高山 高山市高根支所

高山 日進木工株式会社

高山 柏木工株式会社

高山 高山清掃事業株式会社

高山 斐太自動車部品株式会社

高山 株式会社日新　飛騨自動車学校

高山 株式会社青木組

高山 高山自動車学校

高山 飛騨コルト株式会社

高山 日本郵便株式会社　高山郵便局

高山 岐阜県飛騨県事務所

高山 株式会社みの谷

高山 株式会社駿河屋魚一

高山 岐阜日産自動車株式会社　高山店

高山 飛騨酪農農業協同組合

高山 全国農業協同組合連合会岐阜県本部飛騨地域駐在所

高山 株式会社田川組

高山 野口建設株式会社

高山 高山消防署

高山 株式会社尾田電送

高山 有限会社西分土建

高山 高山市丹生川支所

高山 平和メディク株式会社

高山 株式会社荒川製材機製作所

高山 日本キャタピラー合同会社　高山営業所

高山 飛騨森林管理署

高山 有限会社一木自動車

高山 （株）ヤクルト東海　高山オフィス

高山 高山市朝日支所

高山 高山市荘川支所

高山 株式会社洞口設備工業

高山 （株）林工務店

高山 飛騨農業協同組合　丹生川支店

高山 株式会社CaN-TEC　高山支店

高山 有限会社新井建設

高山 笠原木材株式会社

高山 アダチ石油株式会社

高山 新興自動車(株)  本社

高山 飛騨農業協同組合　オートパル飛騨高山

高山 飛騨農業協同組合　高山支店

高山 新田自動車株式会社

高山 飛騨冷凍空調株式会社

高山 有限会社嶋田建設

高山 蒲屋工業有限会社

高山 株式会社瀬木油店

高山 富山建材株式会社

高山 御母衣建設株式会社



高山 株式会社石原建材

高山 打保屋乳業株式会社

高山 株式会社蜘手製材所

高山 株式会社挾土組

高山 飛騨建設株式会社

高山 株式会社丸大興業

高山 高山酒類卸株式会社

高山 丸郷建設株式会社

高山 株式会社　ファイネス　高山営業所

高山 株式会社 田中工務店

高山 株式会社下本商会

高山 岐阜日産自動車(株)　高山インター店

高山 新興自動車(株)松本工場

高山 株式会社北長商店

高山 東海旅客鉄道(株)高山保線区

高山 生活協同組合コープぎふ　飛騨支所

高山 富士コンクリート工業株式会社

高山 株式会社 岩佐鐵工所

高山 株式会社古橋組

高山 株式会社堀口工務店

高山 荘川高原カントリー倶楽部

高山 丸新消防株式会社

高山 牛丸石油株式会社高山営業所

高山 有限会社稲子土建

高山 有限会社岩西石油店

高山 株式会社小坂建設

高山 株式会社打江精機

高山 （株）あらき

高山 梶井クレーン工業有限会社

高山 (株)ヨコハマタイヤジャパン　岐阜カンパニー高山営業所

高山 御嶽鈴蘭高原観光開発株式会社

高山 株式会社 高山グリーンホテル

高山 株式会社きよはる　

高山 民宿　長五郎

高山 (株)本陣平野屋

高山 日和田林産有限会社

高山 社会福祉法人石浦龍華会　龍華保育園

高山 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立乗鞍青少年交流の家

高山 高山電材株式会社

高山 金子工業株式会社高山支店

高山 税理士法人飛騨会計事務所

高山 有限会社タニモト

高山 福祉法人高山福祉会大八保育園

高山 有限会社中田土建

高山 学校法人　菜香学園

高山 有限会社山久　

高山 高橋建設株式会社

高山 有限会社下島自動車

高山 高山市教育委員会

高山 高山市建設部

高山 飛騨県税事務所

高山 高山税務署

高山 旅館　喜之助

高山 株式会社高橋商店

高山 飛騨農業協同組合　白川支店

高山 飛騨農業協同組合　荘川支店

高山 名鉄自動車整備株式会社　飛騨支店高山工場

高山 飛騨農業協同組合　高山営農センター

高山 桜木建設株式会社

高山 一般財団法人 中部電気保安協会 高山営業所

高山 株式会社スズキ

高山 有限会社　魚　隆

高山 有限会社山武商店

高山 コサカ種苗（株）コサカ種苗農業センター



高山 株式会社コムラックス

高山 奥原建設株式会社

高山 株式会社中京医薬品　高山営業所

高山 イワタニ東海（株）　高山営業所

高山 株式会社シラカワ

高山 有限会社飛騨亭　花扇

高山 and株式会社

高山 中央電子光学(株)　高山支店

高山 株式会社　黒地商店

高山 高村建設株式会社

高山 有限会社山下木材

高山 有限会社高山石材

高山 有限会社小坂左官

高山 学校法人　高山短期大学

高山 株式会社小鳥ガラス

高山 飛騨中古車センター株式会社

高山 株式会社　井上工務店

高山 ヒダシキ株式会社

高山 岐阜県飛騨農林事務所

高山 株式会社ひだ銘販

高山 斐太ヂーゼル有限会社

高山 株式会社オキタ　　高山支店

高山 株式会社垣源工業

高山 株式会社三礼

高山 株式会社パナホーム愛岐高山営業所

高山 御母衣旅館

高山 株式会社神高　高山営業所

高山 有限会社広田土木

高山 丸仲建設株式会社

高山 松井水道有限会社

高山 井戸工業株式会社

高山 有限会社恵の久

高山 株式会社エクス

高山 有限会社平瀬酒造店

高山 アルフレッサ株式会社 高山支店

高山 民宿　岩田館

高山 大同コンサルタンツ株式会社　高山支店

高山 有限会社島光自動車

高山 株式会社牛丸商店営業本部

高山 高山水産青果株式会社

高山 福祉型障害児入所施設　山ゆり学園

高山 学校法人飛騨学園

高山 株式会社スズケン高山支店

高山 坂口石油有限会社

高山 株式会社清水弥生堂

高山 有限会社岩滝建設

高山 平和プロパン瓦斯（株）

高山 岐阜県畜産研究所

高山 株式会社シモダ道路

高山 有限会社オリジナル

高山 有限会社大宮自動車整備工場

高山 トヨタカローラ岐阜（株）　高山店

高山 株式会社第一産業高山本店

高山 岐阜トヨペット株式会社　高山店

高山 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)

高山 日産部品東海販売(株)　高山店

高山 トーヨー事務器株式会社

高山 ネッツトヨタ岐阜株式会社　高山南サービス工場

高山 ダートコーヒー株式会社　高山支店

高山 株式会社三機工業

高山 株式会社杉建

高山 有限会社桜本配管工事店

高山 (有)岩田組

高山 三枝保育園



高山 (一社)岐阜県農畜産公社飛騨牧場　

高山 お宿　信田

高山 株式会社　イチネンＭＴＭ　共栄事業所

高山 アルコ工業株式会社

高山 障害者支援施設　高山山ゆり園

高山 株式会社東海近畿クボタ　高山営業所

高山 山水設備工業(有)

高山 株式会社　飛騨高山カントリークラブ

高山 ひだ緑化土木株式会社

高山 第一リース高山株式会社

高山 (株)フローラ

高山 八紘金属株式会社

高山 カネヨシ商事株式会社

高山 株式会社昭和電機

高山 安全防水工事株式会社

高山 日産プリンス飛騨販売株式会社

高山 日本ガード株式会社　高山支社

高山 有限会社野口土建

高山 有限会社銀風

高山 旅館　四反田

高山 社会福祉法人高山社会事業協会

高山 飛騨清掃株式会社

高山 道下建設株式会社

高山 北六株式会社

高山 株式会社洞口工務店

高山 株式会社古川屋

高山 崇教真光

高山 株式会社イコクヤ

高山 有限会社西本建設

高山 川崎電気工事株式会社

高山 高山ダイハツ株式会社

高山 有限会社溝畑商事

高山 新生車輌株式会社

高山 株式会社ひだホテルプラザ

高山 高山社会福祉会江名子保育園

高山 野首農産

高山 社会福祉法人　高山市社会福祉協議会

高山 有限会社津田鈑金塗装

高山 有限会社山茂業務店

高山 株式会社飛研

高山 青木自動車有限会社

高山 有限会社杉崎

高山 有限会社こがいと設備

高山 大昌建設株式会社

高山 飛騨ガードサーチ株式会社

高山 有限会社旅館むら山

高山 日立建機日本株式会社　高山営業所

高山 （株）飛騨あずさ　高山営業所

高山 住友建機販売株式会社　中部統括部飛騨支店

高山 有限会社酒井設備

高山 大和ステンレス株式会社

高山 株式会社エクス・リース商会

高山 中山保育園

高山 株式会社会社柳瀬電気

高山 堀川組

高山 有限会社長都建設

高山 (株)セキノ興産　

高山 有限会社丸栄石油

高山 株式会社西垣美容商会

高山 株式会社 なべしま

高山 株式会社ホテル高山宝生閣

高山 斐太石油株式会社ガス事業部

高山 株式会社陽工社

高山



高山 （有）糀屋柴田春次商店

高山 高山赤十字病院

高山 有限会社マルトモ建材

高山 株式会社蜘手電気

高山 オークヴィレッジ株式会社

高山 株式会社丸杉　高山営業所

高山 有限会社白雲

高山 株式会社金城技建

高山 株式会社斐太パックス

高山 有限会社　山下組

高山 高山市飛騨高山プロモーション戦略部

高山 (株)大装　高山支店

高山 株式会社柿下木材工業所

高山 株式会社大洞水道

高山 飛騨ミート農業協同組合連合会

高山 特別養護老人ホーム新宮園

高山 株式会社飛騨グリーン

高山 株式会社ジェイアール東海ホテルズ　ホテルアソシア高山リゾート

高山 中北薬品株式会社　高山支店

高山 株式会社ファミリーストアさとう

高山 有限会社村崎設備

高山 株式会社三久

高山 日晴有斐（株）

高山 株式会社技翔

高山 富士ゼロックス岐阜（株）　高山営業所

高山 株式会社富士薬品　高山営業所

高山 株式会社京和　高山支店

高山 有限会社松野水道工事店

高山 株式会社タナカ技建

高山 株式会社ウーノ

高山 株式会社飛騨庭石

高山 株式会社北陸銀行　高山支店

高山 有限会社アクシア

高山 飯美館

高山 株式会社ＨＩＤＡアイテック

高山 障害者支援施設　大野山ゆり園

高山 有限会社　光永

高山 有限会社黒地モータース

高山 上野建設株式会社

高山 山下技装株式会社

高山 飛騨森林都市企画株式会社

高山 白川宇部生コン株式会社　みほろ工場

高山 篠田株式会社　高山支店

高山 株式会社　サクラ建設

高山 有限会社岩田商店

高山 トヨタＬ＆Ｆ中部(株)　高山営業所

高山 (株)市川工務店　高山支店

高山 大下塗装店

高山 ホシザキ東海株式会社　高山営業所

高山 有限会社愛和工芸

高山 株式会社アルプスサイン　高山営業所

高山 （有）原田酒造場

高山 株式会社飛騨山味屋

高山 有限会社山下土建

高山 (株)ペガサスseiso

高山 クリーン大野有限会社

高山 株式会社門造園土木

高山 飛高建設株式会社

高山 医療法人同仁会　介護老人保健施設それいゆ

高山 株式会社Ａ Ｃ Ｓ

高山 有限会社高原建機

高山 中日本高速道路（株）名古屋支社　高山保全・サービスセンター

高山 岐阜県立斐太高等学校 硬式野球部

高山 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)高山事業所



高山 有限会社クリアシステム

高山 株式会社アミックス

高山 (有)中家組

高山 有限会社丸勇建設

高山 有限会社山下電気工事

高山 (株)セーフティセキュリティ高山

高山 光記念館

高山 株式会社マルエイ　高山営業所

高山 株式会社 ホンダカーズ飛騨

高山 有限会社暁

高山 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株)高山道路事務所

高山 一般財団法人高山市福祉サービス公社

高山 株式会社一善

高山 株式会社和井田製作所

高山 株式会社北陸電機商会　高山支店

高山 三興産商株式会社　高山営業所

高山 (株)ファルコバイオシステムズ　飛騨営業所

高山 有限会社ながせ食品

高山 特別養護老人ホーム豊楽園

高山 岐阜スバル自動車（株）　高山インター店

高山 株式会社アイ・エイチ・アイ　高山支店

高山 T F C飛騨株式会社

高山 新生テクノス（株）　名古屋支店　高山営業所

高山 崇教真光 訓練部

高山 特別養護老人ホーム　南風園

高山 社会福祉法人高山八寿会　特別養護老人ホーム八光苑

高山 株式会社村川商店

高山 株式会社ケア高山

高山 株式会社ひだまりの湯　

高山 株式会社鉞組

高山 有限会社金子土建

高山 八光苑

高山 飛騨ロック株式会社

高山 奥飛騨開発株式会社

高山 高山市国府支所

高山 飛騨農業協同組合　国府支店

高山 （株）石地組

高山 特定医療法人生仁会　

高山 株式会社穂高養魚場

高山 株式会社エレクス

高山 株式会社塩屋建設工業

高山 有限会社下形設備

高山 鴻野旅館

高山 株式会社共進ペイパー＆パッケージ　高山工場

高山 川端土建株式会社

高山 有限会社東田電気商会

高山 有限会社鈴木建築

高山 有限会社大門興業

高山 株式会社大成電気

高山 株式会社グリーン

高山 荒城装苑

高山 有限会社森本配管工事店

高山 障害者支援施設　吉城山ゆり園

高山 飛騨国府観光株式会社

高山 障害者支援施設　飛騨うりす苑

高山 株式会社国府モータース

高山 有限会社下仲組

高山 森本建設株式会社

高山 美笠建設株式会社

高山 蒲田建設(株)

高山 宝興建設株式会社

高山 高山市上宝支所

高山 和仁建設株式会社

高山 和仁産業株式会社



高山 株式会社金岡建設

高山 有限会社旅館山水

高山 アルプス観光株式会社

高山 奥飛観光開発株式会社　新穂高ロープウェイ

高山 株式会社中林工務店

高山 (有)本郷車輌サービス

高山 ペンション平川

高山 株式会社　奥飛騨薬師のゆ本陣

高山 有限会社湯元長座

高山

高山 高山市役所農政部

高山 高山市役所水道部

高山 岐阜県警察本部交通部交通機動隊　飛騨分駐隊

高山 飛騨高山森林組合　本所

高山 飛騨高山森林組合　東支所

高山 飛騨高山森林組合　南支所

高山 飛騨高山森林組合　木材製品流通センター

高山 有限会社大六印刷

高山 株式会社ロビン

高山 株式会社高山管設備グループ

高山 株式会社Ｊ－POWERハイテック　御母衣事業所

高山 飛騨農業協同組合　ふれあいプラザ

高山 中電配電サポート(株)　高山営業所

高山 株式会社ひらゆの森

高山 岐阜県立飛騨特別支援学校

高山 日本郵便株式会社　久々野郵便局

高山 ダンロップタイヤ中部株式会社 高山営業所

高山 株式会社ホンダカーズ岐阜  Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ岐阜  高山石浦店

高山 一般財団法人高山市施設振興公社

高山 高山工業高等学校バレーボール部　上垣内　忠

高山 （株）高山市民時報社

高山 久美愛厚生病院

高山 株式会社古太神　高山営業所

高山 太平ビルサービス株式会社 岐阜支店　高山営業所

高山 （株）新生メディカル　高山営業所

高山 (株)八神製作所　高山営業所

高山 有限会社長岡造園土木

高山 株式会社大同砕石

高山 一般財団法人 高根村観光開発公社

高山 ルートイングランティア飛騨高山

高山 有限会社清高建設

高山 株式会社ダイキ

高山 東建コーポレーション株式会社　高山営業所

高山 全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部高山サービスセンター

高山 介護老人保健施設香蘭荘

高山 飛騨保健所

高山 株式会社老田酒造店

高山 岐阜県立飛騨高山高等学校　

高山 株式会社中広　高山支局

高山 岐阜県立飛驒高山高等学校　

高山 株式会社ふく福

高山 丸伊商事株式会社

高山 新興自動車(株)　白川営業所

高山 有限会社　荘白川クリーン

高山 職人社秀平組有限会社

高山 株式会社ナガセスッポン養殖場

高山 西日本三菱自動車販売（株）高山店

高山 名工建設(株)　高山軌道事務所

高山 高山市役所福祉部

高山 岐阜県厚生農業協同組合連合会　高山厚生病院

高山 セコム株式会社　高山営業所

高山 飛騨高山森林組合　西支所

高山 株式会社OGURA　　明治牛乳OGURA　高山宅配サービス

高山 岐阜日野自動車株式会社　高山支店



高山 飛高健興株式会社

高山 社会福祉法人ケア２１

高山 ひだ障がい者総合支援センター　ぷりずむ

高山 高山市環境政策部

高山 高山エルピージー販売株式会社

高山 社会福祉法人　石浦龍華会　宮保育園

高山 損害保険ジャパン株式会社　岐阜支店　高山支社

高山 ウエディングパーク　高山フローラ

高山 ＪＡグリーン株式会社 葬祭センター高山

高山 日本郵便株式会社　丹生川郵便局

高山 第一物産株式会社

高山 岐阜ヤクルト販売（株）高山営業所

高山 斐太石油株式会社　松倉配送センター

高山 飛騨大鍾乳洞観光株式会社

高山 ニチイケアセンター高山

高山 飛騨農業協同組合　本店

高山 飛騨農業協同組合　奥ひだ支店

高山 飛騨農業協同組合　在宅サービスステーション

高山 飛騨農業協同組合　南大野事業所

高山 東京海上日動火災保険（株）

高山 (株)中田電気工事

高山 協和電設(株)　飛騨営業所

高山 (一社)パブリックサービス

高山 あいおいニッセイ同和損害保険(株)　高山サービスオフィス

高山 社会福祉法人  石浦龍華会　こま草保育園

高山 フロンティア観光株式会社 旅館清龍

高山 ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校

高山 東京鋪装工業(株)　飛騨営業所

高山 有限会社　三進造林

高山 有限会社サンケア

高山 日本郵便株式会社　鳩谷郵便局

高山 岐阜県看護協会立訪問看護ステーション高山

高山 株式会社テクノエコ　高山支店

高山 株式会社トーカイ　高山営業所

高山 コサカ建材株式会社

高山 日医工岐阜工場株式会社

高山 株式会社山西　高山店

高山 リコージャパン(株)販売事業本部　岐阜支社　岐阜営業部　高山営業所

高山 ＮＰＯ法人　白川郷自然共生フォーラム

高山 シンシア高山

高山 株式会社　房村組　高山営業所

高山 株式会社フローラ　メモリアルホール　ひだ

高山 株式会社アクアテック

高山 (株)小池メディカル　高山営業所

高山 高山信用金庫

高山 日本郵便株式会社　三日町郵便局

高山 株式会社カンチ　飛騨リサイクルセンター

高山 有限会社　金亀館

高山 サービス付き高齢者向け住宅清徳会宙

高山 株式会社　ヰセキ関西中部　高山営業所

高山 リハビリデイサービスひまわり　高山店

高山 株式会社　丸技巧

高山 日本郵便株式会社　荘川郵便局

高山 コカ･コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社　高山事業所

高山 株式会社　西武管商　高山店

高山 社会福祉法人　飛騨慈光会　児童養護施設　夕陽ヶ丘

高山 三井住友海上火災保険株式会社　岐阜支店　高山営業支社

高山 株式会社　共立メンテナンス　ＰＫＰ事業本部　中部支店

高山 株式会社　シマダ

高山 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

高山 東海旅客鉄道株式会社　高山電気区

高山 東海マツダ販売株式会社　高山店

高山 株式会社アイデア・サポート

高山 ブライトスタッフ株式会社



高山 飛騨高山ケーブルネットワーク株式会社

高山 山栄電気工事有限会社

高山 日本郵便株式会社　国府郵便局

高山 湯めぐりの宿 奥飛騨温泉 平湯館

高山 株式会社ひだ青果市場

高山 支援事業所てとら

高山 岐阜県警察本部交通部高速道路交通警察隊高山分駐隊

高山 (株)タイヤセンター高山

高山 株式会社メイホーエンジニアリング　高山支社

高山

高山 日本郵便株式会社　宮村郵便局

高山 (株)ウインライフ 高山支店

高山 飛騨農業協同組合 大八支店

高山 (株)朝日機器エンジニアリング高山営業所

高山 (株)ジムブレーン飛驒支店

高山 日本ガード特警（株）高山営業所

高山 奥飛騨ガーデンホテル焼岳

高山 山崎製パン(株)高山物流センター

高山 レミック高山株式会社

飛騨 飛騨市役所

飛騨 岐阜県古川土木事務所

飛騨 協業組合高登建設

飛騨 アルプス自動車(株)

飛騨 株式会社洞口

飛騨 株式会社谷上組

飛騨 株式会社柳組

飛騨 株式会社田近工務店

飛騨 株式会社イバタインテリア

飛騨 坂上建設(株)

飛騨 株式会社 古川石油

飛騨 岐阜県飛驒警察署

飛騨 株式会社匠和組

飛騨 古川電気株式会社

飛騨 株式会社柳木材

飛騨 株式会社清水組

飛騨 日本レヂボン株式会社生産本部

飛騨 株式会社清水建設

飛騨 サワ電気株式会社

飛騨 株式会社ヨシキ

飛騨 株式会社北平商店

飛騨 株式会社吉城生コン

飛騨 飛騨市森林組合　古川土場

飛騨 飛騨市森林組合　本所

飛騨 株式会社東海近畿クボタ　飛騨営業所

飛騨 柏木工株式会社　古川工場

飛騨 有限会社堂前園芸

飛騨 飛騨市消防本部　古川消防署

飛騨 有限会社三和砕石

飛騨 (有)牧成舎

飛騨 藤堂仕出し店

飛騨 有限会社　吉城環境管理センター

飛騨 アルプス薬品工業株式会社

飛騨 折長段ボール株式会社

飛騨 株式会社三晃設備工業

飛騨 有限会社永山建設

飛騨 有限会社蒲酒造場

飛騨 飛騨農業協同組合　吉城営農センター

飛騨 株式会社田近工務店　下野プラント工場

飛騨 八ッ三館

飛騨 有限会社渡辺酒造店

飛騨 有限会社野村板金工業

飛騨 岐阜県中山間農業研究所

飛騨 清水商事株式会社　古川営業所

飛騨 (有)アルプス電機



飛騨 御料理　ためなが

飛騨 株式会社東洋

飛騨 有限会社森下住設

飛騨 有限会社蕪水亭

飛騨 有限会社愛進建設

飛騨 有限会社清水自動車整備工場

飛騨 株式会社メカトロニクス

飛騨 有限会社平澤自動車

飛騨 株式会社相和コンサルタント

飛騨 株式会社　飛州コンサルタント　飛騨支社

飛騨 飛越電設株式会社

飛騨 橋本工業株式会社

飛騨 飛騨農業協同組合　古川支店

飛騨 有限会社中畑自動車

飛騨 新企画開発株式会社　飛騨古川スペランツァホテル

飛騨 有限会社古川住設管工事

飛騨 株式会社 飛騨ゆい古川事業部　ホテル季古里

飛騨 株式会社サンロード

飛騨 株式会社飛騨ゆい　河合事業部

飛騨 有限会社砂原石材

飛騨 有限会社吉城自動車

飛騨 岐阜県立飛騨寿楽苑

飛騨 協業組合Ｈ ・Ｃ建設

飛騨 飛騨市宮川振興事務所

飛騨 飛騨市河合振興事務所

飛騨 岐阜県飛驒警察署　神岡警部交番

飛騨 株式会社吉城コンポ

飛騨 株式会社飛騨ゆい　宮川事業部

飛騨 社会福祉法人吉城福祉会

飛騨 株式会社喜多村　古川工場

飛騨 社会福祉法人飛騨古川

飛騨 日本郵便株式会社　飛騨古川郵便局

飛騨 (有)飛騨六郎兵衛商事

飛騨 国立大学法人東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設

飛騨 南城建設協同組合

飛騨 合名会社田中屋商店

飛騨 飛騨市古川町総合保健福祉センター

飛騨 飛騨市リサイクルセンター

飛騨 牛丸石油株式会社  神岡営業所

飛騨 加藤土木株式会社

飛騨 有限会社梶山鉄工所

飛騨 加永建設株式会社

飛騨 橋本工業株式会社　神岡支店

飛騨 飛騨市　神岡振興事務所

飛騨 坂本土木(株)

飛騨 日本郵便株式会社　神岡郵便局

飛騨 飛騨市消防本部　神岡消防署

飛騨 神通川水系砂防事務所

飛騨 清水商事株式会社　神岡営業所

飛騨 有限会社倉橋重機興業

飛騨 岡工業株式会社

飛騨 北陸電力株式会社　神岡水力センター

飛騨 神岡部品工業株式会社

飛騨 日産プリンス飛騨販売(株)　神岡営業所

飛騨 株式会社奥野工務店

飛騨 有限会社山口木工所

飛騨 松下電建(株)

飛騨 株式会社神岡衛生社

飛騨 有限会社清水重機

飛騨 神工電気株式会社

飛騨 加納工業株式会社

飛騨 有限会社瀬川鉛鉄

飛騨 株式会社高原工務店

飛騨 三井金属エンジニアリング株式会社　神岡支店



飛騨 中谷造園

飛騨 有限会社邑上建設

飛騨 有限会社川勝興業

飛騨 神岡鉱業株式会社

飛騨 有限会社山本組

飛騨 合同会社天狗クリーニング

飛騨 株式会社齊藤組

飛騨 社会福祉法人　神東会

飛騨 飛騨神岡高等学校 野球部 後援会

飛騨 社会福祉法人双葉福祉会　双葉保育園

飛騨 有限会社かんや

飛騨 岐阜県立飛騨吉城特別支援学校

飛騨 飛騨農業協同組合　吉城整備工場

飛騨 北都サービス神岡株式会社

飛騨 有限会社木元電気

飛騨 有限会社　上島

飛騨 (有)おいえ設備

飛騨 （株）ＡＳＳＩＳＴＯＮ飛騨

飛騨 イビデン物産株式会社　飛騨工場

飛騨 北陸電力送配電株式会社　神岡配電センター

飛騨 斐太石油株式会社

飛騨 株式会社newflow

飛騨 日本郵便株式会社　神岡郵便局

飛騨 日立建機日本(株)中部支社北陸飛騨支店飛騨古川営業所

飛騨 高山信用金庫神岡営業部

飛騨 有限会社タカノ工機

岐阜中 岐阜代行運転

岐阜中 株式会社平成代行

岐阜中 株式会社セーフティ

岐阜中 株式会社クラウドヒル　あっ！代行

岐阜中 平成代行　ＦＣ　神室

岐阜中 平成代行　ＦＣ　ＡＭＡＹＡ

岐阜南 有限会社　三陽コーポレーション　アーバン代行社　

岐阜南 あっぷる代行

岐阜南 クリスタル代行

岐阜南 クリーン代行

岐阜南 岐阜ばなな代行

岐阜南 サンシャイン昼代行

岐阜南 あんしん代行

岐阜北 グリーン代行

岐阜北 ゴリラ代行

岐阜北 昭和代行

岐阜北 ニコニコ代行社

岐阜北 岐阜シティ代行

岐阜北 E代行

岐阜北 ふくすけ代行

岐阜北 グッドラック代行

各務原 キーパー代行

各務原 えびす代行株式会社

各務原 アクセス代行

各務原 クイック自動車代行

各務原 セブン代行

各務原 えびす代行株式会社　江南営業所

各務原 株式会社さくら代行

各務原 横綱代行

岐阜羽島 タカラ代行

岐阜羽島 イケメン代行

岐阜羽島 HY代行

海津 ひまわり代行

垂井 たるい代行

垂井 Ｔ．Ｓ代行

大垣 どんぐり代行

大垣 マーブル代行

大垣 水谷代行



大垣 ドリーム代行

大垣 セブン代行

大垣 エース代行運転

大垣 ハッピー代行

大垣 アッシー代行

大垣 キング代行運転社

大垣 代行ハート

大垣 アトム代行運転社

大垣 らくぞう代行

大垣 ｔｂ代行

大垣 どんぐり代行

揖斐 はっちゃん代行

揖斐 コロコロ運転代行社

揖斐 安全代行社

北方 こだま代行

北方 キング代行 本巣

北方 穂積さくら代行

北方 チェリー代行

北方 ろけっと代行

北方 トップ代行

北方 あいらぶＫ代行

北方 けろっと代行

北方 Ｒｕｓｈ代行

郡上 代行屋近藤

郡上 中坪代行センター

郡上 Ｋ　Ｉ　サービス

郡上 丸杉代行

郡上 代行ｈａｎａ

郡上 郡上代行運転

関 有限会社ゼロ・インポート　 関運転代行

関 一休代行

関 すばる代行

関 美濃代行

関 小瀬代行

関 シンユウ代行

関 中濃代行

関 二光代行

関 Ａ’Ｓ代行

加茂 アミュー代行運転

加茂 ＨＩＲＯ代行

可児 セーフティ代行

可児 フラワー代行

可児 Ａ代行

可児 運転代行　青信号

可児 ピジョン代行

多治見 代行運転のテールライト

多治見 とらねこ運転代行

多治見 ハート運転代行

多治見 龍神代行

多治見 39スタイル代行

多治見 ピース代行

多治見 合同会社HRC

多治見 HN代行

多治見 株式会社NITT

中津川 株式会社オートライフヨシムラ

中津川 運転代行のセグランサ

恵那 SORA

恵那 恵那代行

恵那 岐阜れいわ代行

下呂 有限会社サンワールド

高山 有限会社高山代行運転組合

高山 しらかば代行

高山 ダイコウＺ

岐阜北 自衛隊岐阜地方協力本部



各務原 航空自衛隊第２補給処業務部管理課

各務原 陸上自衛隊岐阜分屯地第369施設中隊


