受付NO

商号

所在地

本社電話番号

委任先名称

委任先所在地

委任先電話番号

藤枝支店

藤枝市岡部町内谷933-1

054-667-7112

ｱ601 アルフレッサ 株式会社

東京都千代田区内神田一丁目12番1号

03-3292-3331

ｱ602 株式会社 アイエルシー

藤枝市稲川639番地

054-641-0245

ｱ603 株式会社 アクティオ

東京都中央区日本橋3-12-2

03-6854-1411

ｱ604 株式会社 アイズセキュリティ

藤枝市高洲81番地の6

054-636-0700

ｱ701 有限会社 AKL Technica

焼津市小屋敷35

054-620-3199

ｱ702 有限会社アーク

沼津市大岡2435番地の1

055-929-8000

ｱ703 株式会社 アドバンス中部サービス

御前崎市宮内248-5

0537-86-5847

ｱ704 アイテック 株式会社

大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号
06-6346-0036
愛知県名古屋市西区名駅1-1-17名鉄ダイヤメ
イテツビル11階
052-855-3497

ｱ705 あすの監査法人

プラザ事業部 プラザ
静岡営業所
藤枝市水守2丁目6番地の2

054-647-1211

静岡支店

静岡市葵区北安東3丁目13-36-410

054-297-3733

ｱ706 アサヒプリテック 株式会社
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21
株式会社アーバントラフィックエンジニアリン
ｱ707 グ
東京都新宿区四谷1-20

078-412-3556

静岡営業所

03-3353-3533

名古屋事務所

焼津市坂本174-3
054-626-0202
愛知県名古屋市千種区池下町2-15 ハ
クビ池下ビル3F
052-734-2023

ｱ708 株式会社 アセック

兵庫県尼崎市南初島町12番地の6

06-6482-6660

ｱ709 株式会社 アールピーアイ栃木

栃木県宇都宮市鶴田町1333番地1

028-647-3166

ｱ710 ALSOKあんしんケアサポート 株式会社

東京都大田区山王一丁目3番5号

03-3773-2021

ｱ711 アイテック 株式会社

東京都中央区日本橋堀留町2-1-3

03-6810-7710

ｱ712 株式会社アルバース

静岡営業部

静岡市駿河区高松二丁目23番39号

054-237-1300

ｱ713 株式会社 アスモフードサービス

東京都文京区西片一丁目15番15号
03-5842-3015
東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 新宿ＮＳ
ビル25階
03-3349-8551

ｱ714 株式会社 アルティアセントラル

愛知県名古屋市中区栄一丁目29番29号

052-229-1101

ｱ715 株式会社 APEX

愛知県名古屋市西区康生通二丁目26番地

052-522-6300

静岡営業所

静岡市駿河区豊田一丁目9番37号

054-270-9066

ｱ716 アシスト 株式会社

愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目1310番地

052-908-0020

ｱ717 株式会社 ⅠＥＭ

神奈川県川崎市川崎区宮本町6番地1

044-221-7155

ｱ718 株式会社 アス

静岡市葵区田町二丁目89番地の4

054-260-6825

ｱ719 株式会社 暁電工

島田市南1丁目9-5

0547-33-2500

ｱ720 愛知時計電機 株式会社

愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70

052-661-5151

静岡営業所

静岡市駿河区高松2-16-6

054-237-7168

ｱ721 株式会社 アサイテック

焼津市三ヶ名1141-1

054-621-5660

ｱ722 アコーダー・ビジネス・フォーム 株式会社

東京都中央区八丁堀三丁目23番4号

03-3555-8721

静岡営業所

静岡市葵区川越町2番7号

054-253-4507

ｱ723 アズビル金門 株式会社

東京都豊島区北大塚1丁目14番3号

03-5980-5035

静岡営業所

静岡市葵区追手町5番4号

054-254-2055

ｱ724 朝日電気工業 株式会社

愛知県名古屋市中村区本陣通四丁目48番地

052-471-3261

静岡営業所

富士市横割本町15番2号

0545-32-9692

ｱ725 旭産業 株式会社

静岡市葵区古庄1-3-9

054-261-2456

ｱ726 株式会社 アイビック

静岡市清水区八千代町7-29

054-351-0545

ｱ727 株式会社 アプライズ

浜松市中区中島三丁目17番25号

053-461-5581

ｱ728 株式会社 アクアテック

岐阜県安八郡神戸町神戸1741-2

0584-84-4641

ｱ729 株式会社 あんしんサポート

福岡県福岡市城南区飯倉1-6-25

092-843-1881

ｱ730 ＩＴｂｏｏｋ 株式会社

東京都港区虎ノ門3丁目1番1号

03-6435-8711

ｱ731 株式会社 アクセス

掛川市宮脇121-5

0537-23-0201

ｱ732 朝日航洋 株式会社

東京都江東区新木場四丁目7番41号

ｱ733 株式会社 アンビ・ア

焼津市栄町2丁目2番21号

ｱ734 株式会社アドネックス

静岡市駿河区下川原五丁目29番13号

054-257-9177

ｱ735 朝日テック 株式会社

茨城県取手市井野三丁目18番5号

0297-72-9131

ｱ736 アクリーグ 株式会社

栃木県小山市大字外城81-9

ｱ737 昱耕機 株式会社

静岡支社

静岡市駿河区下島114 蔵敷ﾋﾞﾙ

054-238-5500

03-3522-7161

静岡支店

静岡市葵区黒金町20番3

054-254-6456

054-620-7735

旅行事業部

焼津市栄町2丁目2番21号

054-620-7725

0285-24-3933

東京支店

東京都文京区小石川2-23-11

03-5840-9031

愛知県名古屋市中区新栄一丁目7番7号

052-251-8811

静岡営業所

静岡市駿河区栗原6番25号

054-261-8811

ｱ738 株式会社明日葉

東京都港区芝四丁目13-3 PMO田町東10F

03-3452-3350

ｱ739 株式会社 アイアールエス

東京都新宿区四谷三丁目1番3号

03-3357-7181

ｱ740 株式会社アイ・ディー・エー

群馬県高崎市倉賀野町4221-13

027-384-6600

ｱ741 浅野金属工業株式会社

新潟県三条市月岡2866番地

0256-33-0101

ｱ742 赤武 株式会社

沼津市西椎路14

055-967-3333

ｱ743 アクアインテック 株式会社

0537-25-7540

ｱ744 アジア航測 株式会社

静岡県菊川市東横地3311番地1
東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタ
ワービル

ｱ745 アズビル 株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

03-6810-1000

静岡支店
ビルシステムカンパ
ニー中部支社

静岡市駿河区中田二丁目1番6号 村上
石田街道ビル
054-286-3420
愛知県名古屋市中区錦二丁目14番19
号
052-265-6706

ｱ746 株式会社 アイソテック
ｱ747 株式会社アメニティ

東京都中央区新川一丁目24番8号
03-3297-2361
東京都千代田区神田駿河台2-10-4 駿台興業
ビル
03-6427-6780

ｱ748 株式会社アサギリ

富士宮市人穴203番地の51

0544-52-0212

ｱ749 アトラス情報サービス 株式会社

大阪府大阪市中央区北浜三丁目1番6号

06-6231-0771

ｱ750 渥美製鋼 有限会社

愛知県岡崎市八帖北町42番地11

0564-21-7385

ｱ751 株式会社 アイティフォー
特定非営利活動法人 アースライフネット
ｱ752 ワーク

東京都千代田区一番町21番地

03-5275-7841

静岡市葵区有永町14番28号

054-271-8806

ｱ753 ＡＬＳＯＫ静岡 株式会社

静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー9階

054-205-8833

03-5909-4181

ｱ754 株式会社 アステム

大阪府大阪市北区東天満2丁目7-12スター
ポート

06-6242-6681

ｱ755 株式会社 アオイテレテック

静岡市駿河区西脇1160番地の1

054-286-1255

ｱ756 株式会社 愛知スイミング

愛知県春日井市六軒屋町西三丁目10番地16

0568-84-8743

ｱ757 株式会社 アイネス

神奈川県横浜市都筑区牛久保三丁目9番2号

045-912-5500

ｱ758 株式会社 アスコエパートナーズ

東京都港区虎ノ門5-12-13

03-6452-8725

ｱ759 株式会社 アコード

大阪市西区京町堀1丁目10番14号

06-6445-0557

ｱ760 株式会社 アウトソーシングテクノロジー

東京都千代田区丸の内1-8-3

ｱ761 アマノ 株式会社

中部支社

愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-23 052-566-3001

03-3286-4777

株式会社 アウトソー
シングテクノロジー

大阪府大阪市淀川区宮原4-1-14 住友
生命新大阪北ビル2階
06-6195-7082

神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地

045-401-1441

静岡支店

静岡市駿河区宮竹2丁目15番12号

054-237-6181

ｱ762 株式会社 アイネットサポート

東京都豊島区南大塚3-30-3

03-6632-1160

ｲ601 岩本商店

藤枝市上青島149番地の1

054-641-1108

ｲ602 伊藤商店

藤枝市志太1丁目2番11号

054-641-1919

ｲ603 いちかわ楽器

藤枝市駅前2-7-27-801 エンブルネクスト藤枝 090-4251-8014

ｲ701 株式会社 伊藤鐡工所

静岡市清水区幸町2-12

054-334-2149

ｲ702 E．TSS 株式会社

浜松市西区大山町87番地

053-486-0679

ｲ703 いであ 株式会社

東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号

03-4544-7600

静岡営業所

静岡市葵区鷹匠三丁目8番15号

054-651-5311

ｲ704 株式会社 イシダリンク

静岡市駿河区下島118-1

054-236-1001

ｲ705 石垣メンテナンス 株式会社

営業本部

東京都千代田区丸の内1丁目6番5号

03-6848-7853

ｲ706 ｲｽﾞﾓEPCM 株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目6番5号
03-6848-7851
神奈川県小田原市鬼柳138-23 ※登記上の
住所：神奈川県足柄下郡真鶴町岩910-10
0465-39-2557

ｲ707 株式会社 インタラック関西東海

浜松市中区伝馬町311番地の14

053-456-8171

ｲ708 石川蒟蒻 株式会社

静岡市葵区平和3-20-40

054-271-1243

ｲ709 株式会社 石川商事

浜松市東区篠ヶ瀬町740

053-421-1413

ｲ710 株式会社 インテック

静岡市駿河区八幡３丁目５番１７号

054-283-1131

ｲ711 株式会社 磯村

045-680-5530

静岡営業所

静岡市清水区庵原町2314-7

054-363-6603

ｲ712 市川甚商事株式会社

神奈川県横浜市中区日本大通17
京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町
287番地

ｲ713 株式会社 インテック

富山県富山市牛島新町5番5号

076-444-1111

行政システム事業本
部 中部公共営業部

愛知県名古屋市西区牛島町6番1号

050-1702-0527

ｲ714 一紅産業 株式会社

静岡市清水区長崎新田125番地

054-345-1713

ｲ715 株式会社 シンシア

東京都品川区南大井六丁目26番3号

03-3764-5300

ｲ716 株式会社 インターネットイニシアティブ

東京都千代田区富士見二丁目10番2号

03-5205-6500

075-351-0361

ｲ717 株式会社 イノウエテクニカ

055-935-0550

ｲ718 株式会社 イセトー

沼津市中原町3番20号
京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿
町552番地

ｲ719 株式会社 インフォマティクス

神奈川県川崎市幸区大宮町1310

044-520-0850

ｲ720 株式会社 イビソク

岐阜県大垣市築捨町3丁目102番地

0584-89-5507

ｲ721 株式会社イーセル

広島県広島市西区井口五丁目6番4号

082-270-0358

ｲ722 株式会社 インソース

東京都千代田区神田小川町三丁目20番地

03-5834-2773

ｳ601 内山自動車工場

藤枝市岡出山2丁目14-18

054-641-0998

ｳ701 株式会社 内田洋行

東京都中央区新川二丁目4番7号

03-5634ｰ6634

ｳ702 ヴィレップス合同会社

大阪府松原市田井城1丁目6-22、5Ｆ-A

072-294-6450

ｳ703 株式会社 魚国総本社

大阪府大阪市中央区道修町1-6-19

06-6203-5571

ｳ704 ウエストロー・ジャパン 株式会社

東京都港区西新橋三丁目16番11号

03-4520-1200

ｳ705 内田工業 株式会社

愛知県名古屋市中川区好本町３－６７

052-352-1795

ｳ706 株式会社 ウインディーネットワーク

下田市東本郷一丁目19番4号

ｳ707 内田計器工業 株式会社

浜松市中区八幡町150番地

ｳ708 株式会社 宇式通信システム

静岡市駿河区国吉田一丁目6番35号
054-261-1671
東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋ｴﾄﾞｸﾞﾗﾝ
21階
03-3548-0788

ｳ709 株式会社 ウイン・インターナショナル
ｳ710 株式会社 ウォーターエージェンシー

静岡営業所

静岡市葵区黒金町11-7大樹生命静岡
駅前ビル11F

054-201-9202

静岡営業所

静岡市葵区東草深町20番23号 2階

054-269-5805

静岡事業所

静岡市葵区御幸町5-9静岡フコク生命ビ
ル7階
054-204-0370

営業統括グループ

東京都江東区東陽二丁目3番25号

03-5634-6634

名古屋本部

愛知県刈谷市東新町5-118

0566-27-1013

0558-22-1511

伊東支社

伊東市吉田752-153

0557-45-7220

053-471-8616

静岡出張所

静岡市駿河区高松2-15-9

054-238-7811

第五営業部 沼津営
業所

沼津市大岡2876-1ジャンボー沼津ビル
1階
055-916-0790

静岡広域管理所

静岡市清水区中之郷1丁目4-11

054-348-7882

中部支店

愛知県名古屋市東区葵三丁目15番31
号 千種ニュータワービル

052-930-5513

株式会社エンチョー
藤枝店

藤枝市築地1丁目7-30

054-641-3135

藤枝営業所

藤枝市高柳1929-1

054-625-8761

075-255-8700

03-3267-4010

ｳ713 株式会社 ウィズウェイストジャパン

東京都新宿区東五軒町3番25号
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張
テクノガーデン
東京都港区海岸三丁目20番20号 ヨコソーレイ
ンボータワー
埼玉県さいたま市大宮区大成町二丁目224番
地1

ｳ714 株式会社 ウィルエージェンシー

東京都新宿区新宿4-3-17

03-5269-6361

ｳ715 宇式エンジニアリング 株式会社

静岡市駿河区国吉田一丁目6番33号

054-262-2557

ｴ601 株式会社 エクノスワタナベ

藤枝市緑町1-5-10

054-643-1616

ｴ602 エース交安 株式会社

藤枝市平島1234番地の1

054-644-8110

ｴ603 株式会社 ＳＢＳ情報システム

静岡市駿河区登呂3-1-1

054-283-1300

ｴ604 株式会社 エンチョー

富士市中央町二丁目12番12号

0545-57-0808

ｴ605 株式会社SG防災テクノサービス

藤枝市田沼4-10-10

054-637-1260

ｴ606 エスピトーム 株式会社

静岡市駿河区中田2-4-17

054-281-7890

ｳ711 株式会社 ウェザーニューズ
ｳ712 ヴェオリア・ジェネッツ 株式会社

043-274-5590
03-6858-3300
048-668-1414

ｴ607 ememデザイン室

藤枝市上青島505番地

090-5103-8374

ｴ701 株式会社 SKシステム

静岡市駿河区寿町12番30号

054-281-8581

ｴ702 株式会社 エスアールエル

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

03-6279-0939

株式会社 エスアール
エル
東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

03-6279-0939

ｴ703 遠藤科学 株式会社

静岡市駿河区西脇1294

054-283-6222

島田営業所

島田市井口1355

0547-38-3900

ｴ704 NXキャリアロード 株式会社

東京都港区芝三丁目3番15号

03-5232-2211

ｴ705 株式会社 エフエスユニマネジネント

東京都港区芝浦3丁目4番1号

03-5442-7661

ｴ706 ＮＤＳ 株式会社

愛知県名古屋市中区千代田二丁目15番18号

052-263-5011

静岡支店

静岡市葵区川合三丁目25番25号

054-262-6200

ｴ707 NECキャピタルソリューション 株式会社

東京都港区港南二丁目15番3号

03-6720-8400

静岡支店

静岡市葵区黒金町3番地

054-253-0411

ｴ708 株式会社 HYSエンジニアリングサービス

東京都小平市御幸町32番地

042-320-5931

静岡営業所

静岡市葵区黒金町59番地の7

050-3383-0181

ｴ709 エネサーブ株式会社

滋賀県大津市月輪2丁目19番6号

077-543-6330

ｴ710 ＮＴＴビジネスソリューションズ 株式会社

大阪市北区大深町3-1

06-6469-4149

静岡ビジネス営業部

静岡市葵区城東町5-1

054-207-7399

ｴ711 株式会社 エヌ・エイ・シー

東京都港区西新宿1-6-21NBF虎ノ門ビル

03-3501-5501

ｴ712 株式会社 ＮＪＳ

東京都港区芝浦一丁目1番1号

03-6324-4355

静岡事務所

静岡市葵区両替町二丁目4番地15

054-251-3130

ｴ713 株式会社 ＮＴＴドコモ

東海支社 静岡支店
静岡オフィス

静岡市葵区東静岡1丁目3番43号
静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ビル7
階

054-265-7123

ｴ714 株式会社 エイジェック

東京都千代田区永田町2-11-1
03-5156-2020
東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 新宿セ
ンタービル46階
03-3349-8206

ｴ715 ＮＤネットサービス 有限会社

大阪府堺市堺区神南辺町二丁90番地5

072-229-5252

ｴ717 株式会社 エクス

岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地

058-227-3410

ｴ718 株式会社 ＬＳＩメディエンス

東京都千代田区内神田一丁目13番4号

03-5577-0601

ｴ719 荏原実業 株式会社

東京都中央区銀座七丁目14番1号

03-5565-2881

静岡支社

静岡市駿河区八幡二丁目2番25号

054-289-3000

ｴ720 NX商事 株式会社

東京都港区海岸1-14-22

03-6734-8811

静岡営業センター

静岡市葵区古庄2-20-38

054-655-0086

ｴ721 株式会社 エヌエイチエス静岡

掛川市細田552番1

0537-24-8511

ｴ722 株式会社 エコアップ

富士市鈴川本町11-28

0545-33-4115

ｴ723 株式会社 エスディティーエンタープライズ

静岡市駿河区中原563

054-285-9531

ｴ724 エール 株式会社

滋賀県大津市神領三丁目12番1号

077-545-0315

ｴ725 エームサービス 株式会社

東京都港区赤坂二丁目23番1号

03-6234-7500

ｴ726 エースクリーニング 株式会社

島田市野田169-8

0547-37-6771

ｴ727 NECソリューションイノベータ 株式会社

東京都江東区新木場1丁目18番7号

03-5534-2222

営業統括本部

東京都江東区新木場一丁目18番7号

03-5534-2625

ｴ728 ＮＥＣネッツエスアイ 株式会社

東京都文京区後楽二丁目6番1号

03-6699-7000

静岡支店

静岡市葵区黒金町3番地

054-252-5864

ｴ729 ＮＥＣネクサソリューションズ 株式会社

東京都港区三田一丁目4番28号

03-5730-5000

中部支社

愛知県名古屋市中区錦一丁目17番1号 052-222-2230

ｴ730 NTT・TCリース 株式会社

東京都港区港南一丁目2番70号

03-6455-8741

静岡支店

静岡市葵区御幸町5-9

054-252-0663

054-255-7500

ｴ731 LPAパートナー株式会社

浜松市中区板屋町110番地の5浜松第一生命
日通ビル3F

053-448-5211

ｴ732 ＮＥＣ静岡ビジネス株式会社

掛川市亀の甲1-4-21

0537-24-8311

ｴ733 株式会社 エヌ・イーサポート

広島県広島市西区己斐本町3丁目13番16号

082-272-9000

ｴ734 株式会社 エネット

東京都港区芝公園二丁目6番3号

03-5733-2233

ｴ735 ＮＥＣフィールディング 株式会社

03-3457-7101

ｴ736 エム・シー・ヘルスケア株式会社

東京都港区三田一丁目4番28号
東京都港区港南二丁目16番1号品川イースト
ワンタワー12階

ｴ737 株式会社 ＳＢＳプロモーション

静岡市駿河区森下町1-35

054-260-7737

ｴ738 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ関西

大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号

06-6455-3143

ｴ739 株式会社 エスピーエスたくみ

静岡市駿河区敷地一丁目9番10号

054-238-2188

ｴ740 遠州鉄道 株式会社

浜松市中区旭町12-1

053-454-2211

ｴ741 遠鉄システムサービス 株式会社

浜松市中区千歳町91番地の1

053-452-0708

ｴ742 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ

東京都江東区豊洲三丁目3番3号

03-5546-8202

ｴ743 株式会社 エフエスユニ

東京都千代田区西神田2丁目3番16号

03-3556-3030

ｴ744 遠鉄アシスト株式会社

浜松市中区鍛治町319番地の28

053-450-1511

ｴ745 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ東海

愛知県名古屋市中区錦2-17-21

050-5556-2800

ｴ746 株式会社エラン

長野県松本市出川町15番12号

0263-29-2680

ｴ747 エヌエス環境 株式会社

東京都港区芝公園1-2-9

03-3432-5451

名古屋支店

愛知県名古屋市中村区城主町2丁目26
番2
052-485-9351

中部支社 静岡支店

静岡市駿河区国吉田2-1-20

050-3146-4175

静岡営業所

静岡市駿河区敷地1丁目24番26号

054-237-6636

03-5781-7803

052-795-1180

株式会社 エヌ・ティ・ティマーケティングアク
ｴ748 トProCX
大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 06-6450-5460

名古屋支店
愛知県名古屋市守山区瀬古東2-907
株式会社 エヌ・ティ・
ティマーケティングアク
トProCX
愛知県名古屋市中区新栄町2-10

ｴ749 株式会社 エフ・アール・シー

東京都町田市木曽西2-3-8

042-793-7740

静岡支店

焼津市三和1721

054-639-7007

ｵ601 岡野醤油店

藤枝市高洲26-8

054-635-0635

ｵ701 オオサキメディカル 株式会社

愛知県名古屋市西区玉池町203番地

052-501-2221

ｵ702 オガワ企画

静岡市駿河区曲金2-4-17

054-283-2293

ｵ703 オザワ科学 株式会社

愛知県名古屋市中区錦三丁目9番22号

052-951-5335

静岡営業所

静岡市駿河区宮竹一丁目13番19号

054-236-5105

ｵ704 小川ポンプ工業 株式会社

大阪府大阪市住吉区万代東1丁目5番22号

06-6693-1221

駿東郡長泉町中土狩821番地6

055-986-7200

ｵ705 大河原運送 株式会社

島田市横井二丁目22番35号

0547-37-7111

三島営業所
大河原運送 株式会
社

0547-37-7111

ｵ706 株式会社 オービス

広島県福山市松永町6-10-1

084-934-2621

名古屋営業所

島田市横井二丁目22番35号
愛知県名古屋市北区平安2-1-14 カト
レヤビル3Ｆ

ｵ707 オーツービジネス 株式会社

静岡市清水区大内16番地の1

054-346-5868

ｵ708 株式会社 オカムラ

島田市金谷東2丁目1302-3

0547-45-5070

052-955-6213

052-911-7800

ｵ709 株式会社 オープンループパートナーズ

東京都新宿区新宿四丁目3番17号

03-5368-3187

ｵ710 有限会社 大石水産

焼津市石津港町29番地の6

054-624-1656

ｵ711 沖電気工業 株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号

03-3501-3111

静岡支店

静岡市葵区呉服町2丁目1番地5

054-254-5461

ｵ712 オリジナル設計 株式会社

東京都渋谷区元代々木町30-13

03-6757-8800

静岡営業所

静岡市葵区黒金町11-7

054-251-7540

ｵ713 株式会社 オークス

東京都渋谷区代々木2丁目4番9号

03-3320-4880

ｵ714 オリエント工業 有限会社

沼津市西間門172番地の１

055-963-0538

ｵ715 株式会社 大塚

富士市中島449番地

0545-36-1215

ｵ716 応用地質 株式会社

東京都千代田区神田美土代町7番地

03-5577-4501

静岡営業所

静岡市駿河区津島町12番19号

054-283-8161

ｵ717 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ

東京都渋谷区本町三丁目12番1号

03-6311-7551

焼津事務所

焼津市栄町三丁目1-14番地

054-621-3531

ｵ718 森林組合 おおいがわ

島田市身成162

0547-30-2111

ｵ719 株式会社 おはる食品

島田市相賀2508-20

0547-35-6444

ｵ720 OKIクロステック 株式会社

東京都中央区晴美1-8-11

03-6381-2400

中部支社 静岡支店

静岡市葵区栄町3-9

054-255-8420

ｶ601 株式会社 カンリ

藤枝市大洲2-6-11

054-636-2027

ｶ602 カワイ樹園 株式会社

藤枝市善左衛門2-16-1

054-635-3325

ｶ603 株式会社 河合楽器製作所

浜松市中区寺島町200番地

053-457-1314

静岡公教販店

藤枝市本町1-8-4

054-643-1678

ｶ701 株式会社 カナサシテクノサービス

静岡市清水区北脇新田279

054-344-3636

ｶ702 株式会社 会議録研究所

東京都新宿区市谷八幡町16番

03-3267-6051

ｶ703 株式会社 会議録センター

埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目4番12号

048-549-0822

ｶ704 株式会社 門田電話工業所

静岡市清水区松原町2-24

054-353-5441

ｶ705 株式会社 環境計量センター

静岡市駿河区下川原1-15-15

054-268-6763

ｶ706 鎌長製衡 株式会社

香川県高松市牟礼町牟礼2246番地

087-845-1111

名古屋支店

愛知県名古屋市西区則武新町4-3-17
加島ビル

052-586-1451

ｶ707 株式会社ガリバー

浜松市東区半田山5-11-11

053-433-6632

ｶ708 関東港業 株式会社

東京都港区芝浦4丁目17番11号

03-3456-1312

ｶ709 株式会社 カツマタ

沼津市大岡２１３３－２

055-924-8872

ｶ710 ガラスリソーシング 株式会社

千葉県銚子市春日町740番地の1

0479-24-6651

ｶ711 有限会社 カワイ

静岡市葵区鷹匠3丁目10-10

054-252-1286

ｶ712 株式会社 環境技術センター

長野県松本市大字笹賀5652番地１６６

0263-27-1606

ｶ713 株式会社 カンエイメンテナンス

埼玉県行田市桜町1丁目6番10号

048-554-9511

ｶ714 株式会社 管総研

兵庫県尼崎市浜一丁目1-1

ｶ715 川重冷熱工業 株式会社

滋賀県草津市青地町1000番地

文化財保存対策事業
部
東京都港区芝浦4丁目17番11号

03-3456-1314

静岡営業所

浜松市中区葵西2丁目23-16 ワークオ
フィス葵203
053-543-7877

06-6470-6300

東京支店

東京都中央区京橋二丁目1番3号

03-5205-1990

077-563-1111

静岡支店

静岡市駿河区池田２０６番１

054-655-2309

ｶ716 柏原計器工業 株式会社

大阪府柏原市本郷5丁目3番28号

072-973-0601

神奈川営業所

神奈川県横浜市青葉区あざみ野2丁目
2番地4
045-902-9103

ｶ717 株式会社 環境総合リサーチ

京都府相楽郡精華町光台2-3-9

0774-41-0200

静岡営業所

静岡市葵区呉服町1-2

054-204-8813

ｶ718 株式会社 関東甲信クボタ

埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号

048-767-3521

遠州森営業所

周智郡森町中川455-1

0538-48-7501

ｶ719 関西電力 株式会社

大阪府大阪市北区中之島三丁目6番16号

06-7501-0214

ｶ720 環境未来株式会社

長野県松本市大字和田4010番地5

0263-88-3911

静岡営業所

静岡市清水区有東坂2丁目279-1-202

054-347-2626

ｶ721 株式会社 カイテック

東京都新宿区住吉町1番15号

03-3351-1293

ｶ722 管清工業株式会社

東京都世田谷区上用賀1丁目7番3号

03-3709-4691

静岡中央営業所

静岡市葵区川辺町2丁目2-3 センチュ
リーするが102号
054-275-0305

ｶ723 川重環境エンジニアリング 株式会社

東京都江東区木場二丁目17番12号

03-5809-9012

ｶ724 株式会社 科研

島田市阪本110-26

0547-38-6001

ｶ725 川上産業株式会社

東京都千代田区五番町6番地2

03-3288-3231

静岡営業所

静岡市葵区南安倍1-3-10 大成住宅ビ
ル7F 704
054-205-3121

ｷ601 株式会社 キャラバン

藤枝市天王町三丁目9番42号

054-645-2045

ｷ602 北堀電気工事 株式会社

藤枝市青南町五丁目6番地の1

054-636-1278

ｷ603 株式会社 協栄

東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目13番9号

03-3666-3251

静岡支店

藤枝市下青島211-1SANKOビル4階

054-643-1018

ｷ604 株式会社 共立アイコム

藤枝市高柳1丁目17番23号

054-635-4651

ｷ701 キヤノンメディカルファイナンス 株式会社

東京都中央区日本橋人形町2丁目14番10号

03-6371-4591

ｷ702 京セラコミュニケーションシステム株式会社

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

075-623-0311

ｷ703 株式会社 ぎょうせい

東京都江東区新木場一丁目18番11号

03-6892-6701

東京支社

東京都江東区新木場一丁目18番11号

03-6892-6701

ｷ704 北日本コンピューターサービス 株式会社

秋田県秋田市南通築地15番32号

018-834-1811

ｷ705 有限会社 協和消防機商会

榛原郡吉田町神戸3395番地の4

0548-32-2850

ｷ706 株式会社 紀伊國屋書店

東京都新宿区新宿3-17-7

03-3354-0131

紀伊國屋書店

静岡市葵区日出町1-2 TOKAI日出町ﾋﾞ
ﾙ
054-253-3015

ｷ707 株式会社 キャンサースキャン

東京都品川区西五反田1丁目3番8号

03-6420-3390

ｷ708 協和医科器械 株式会社

静岡市駿河区池田156-2

054-655-6600

焼津支店

焼津市大島817-1

ｷ709 協立電機 株式会社

静岡市駿河区中田本町61番1号

054-288-8899

ｷ710 キングラン東海 株式会社

愛知県豊川市馬場町薬師75番地

0533-89-4545

ｷ711 株式会社 協立メンテナスサービス

浜松市東区市野町1360番地

053-421-3300

ｷ712 株式会社 協働管財

東京都新宿区若葉1-10-11

03-3353-1120

ｷ713 株式会社 ぎじろくセンター

山口県宇部市大字西岐波1540番地の12

0836-51-6191

東京営業所

東京都中央区日本橋小舟町9番3号 日
本橋相互ビル505号室
03-6264-8781

ｷ714 行政システム 株式会社

東京都立川市曙町2-22-20

042-521-4192

静岡支店

駿東郡長泉町下土狩20-3

055-941-6622

ｷ715 近畿日本ツーリスト株式会社

東京都新宿区西新宿2-6-1

03-6863-0322

静岡支店

静岡市葵区呉服町1-2

054-254-4646

054-623-2222

ｷ716 極東開発工業 株式会社

兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号

0798-66-1010

ｷ717 キヤノンメディカルシステムズ 株式会社

栃木県大田原市下石上1385番地

0287-26-6211

静岡支店

ｷ718 株式会社 キクテック

愛知県名古屋市南区加福本通1丁目26番地

052-611-0680

静岡支店

静岡市葵区伝馬町24番2号
054-254-4431
静岡市駿河区西脇字下新田634番地の
1
054-282-1856

ｷ719 キンパラ 株式会社

磐田市見付1963-11

0538-35-5404

静岡営業所

静岡市葵区安西5-9-1 大川ビル

ｷ720 木村商事 株式会社

駿東郡清水町卸団地105

055-971-6363

焼津支店

ｷ721 株式会社 極東技工コンサルタント

大阪府吹田市南金田2-3-26

06-6384-7791

静岡事務所

焼津市焼津1丁目9番12号
054-627-3108
静岡市葵区黒金町55番地 静岡交通ビ
ル
054-282-6121

ｷ722 キハラ 株式会社

東京都千代田区神田駿河台3-5

03-3292-3303

ｷ724 株式会社 北川鉄工所

滋賀県彦根市鳥居本町1258

0749-22-2932

ｷ725 株式会社 協和コンサルタンツ

東京都渋谷区笹塚1丁目62番11号

03-3376-3172

中部営業所

愛知県名古屋市中区栄5丁目28番12号 052-249-3213

ｷ726 株式会社 キムラ

広島県呉市広多賀谷3-4-9

0823-74-3009

伊豆営業所

伊豆市柏久保627-3

0558-72-4498

ｷ727 株式会社 木下抗菌サービス

東京都新宿区西新宿6-5-1

03-5908-2389

ｷ728 株式会社 北見コンピューター・ビジネス

北海道北見市北二条西3-6

0157-22-1600

ｷ752 教育産業 株式会社

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目18番28号

052-971-3011

静岡営業所

静岡県静岡市葵区古庄5丁目2番11号

054-267-3851

ｸ601 紅林造園

藤枝市大洲一丁目10番地の23

054-635-7256

ｸ701 群桐エコロ 株式会社

群馬県太田市新田大町600番26

0276-55-0500

ｸ702 空間情報サービス 株式会社

千葉県千葉市中央区中央三丁目10番6号

043-222-6694

ｸ703 クリモトパイプエンジニアリング株式会社

大阪市住之江区泉2丁目1番64号

06-6686-1101

ｸ704 クボタ環境エンジニアリング 株式会社

東京都中央区京橋二丁目1番3号

03-6281-9918

ｸ705 株式会社 クラーク総合通商
ｸ706 株式会社 グリーンエコ

北海道千歳市本町1丁目1番地1
0123-21-8730
大阪府大阪市中央区南船場1-17-11 上野BR
ビル
06-6484-5571

東京事務所

東京都北区田端新町3-14-4 NOZAKI
ビル201

03-6807-7710

ｸ707 グローリー 株式会社

兵庫県姫路市下手野1-3-1

079-297-3131

静岡営業所

静岡市駿河区中原618

054-281-7816

ｸ708 株式会社 グリーンかんきょうネット

愛知県名古屋市千種区今池一丁目6番3号

052-734-0307

ｸ709 クリーンサービス 株式会社

沼津市西間門字神明169番地の1

055-951-1700

静岡支店

静岡市駿河区稲川一丁目1番3号

054-284-2522

ｸ710 グリーン・シャワー 株式会社

静岡市葵区南沼上1-3-22

054-262-6557

ｸ711 株式会社 クリタス

東京都豊島区南池袋1丁目11番22号

03-3590-0301

ｸ712 株式会社 グロップジョイ

086-208-3666

ｸ713 グリーンフィル小坂 株式会社

岡山県岡山市東区中尾440番地
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部60番
地1

ｸ714 株式会社 グリーンクロス

福岡県福岡市中央区小笹5-22-34

092-737-0370

静岡支社

静岡市葵区流通センター11-8

054-263-3630

ｸ715 株式会社 クボタ建設

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号

06-4396-2310

東京支社

東京都中央区京橋2-1-3

03-3245-4310

054-252-6415

0186-29-2924

ｸ716 クマリフト 株式会社

大阪府大阪市西区京町堀1-12-20

06-6445-6700

静岡営業所

静岡市駿河区泉町9-14

054-280-7700

ｸ717 株式会社グラファー

東京都渋谷区千駄ヶ谷1-5-8

03-3405-7007

ｸ718 グローバルデザイン 株式会社

静岡市葵区紺屋町17番地の1 葵タワー16階

054-273-6385

ｹ701 一般財団法人 建築行政情報センター

東京都新宿区神楽坂一丁目15番地

03-5225-7701

ｹ703 株式会社 建設技術研究所

東京都中央区日本橋浜町3-21-1

03-3668-0451

静岡事務所

静岡市葵区呉服町1-2

054-250-2344

ｹ704 株式会社ＫＳＰ

神奈川県横浜市中区山吹町1-1

045-243-3111

静岡支社

静岡市駿河区中島1301

054-270-6561

ｹ705 KDDIまとめてオフィス中部 株式会社

愛知県名古屋市西区名駅2-27-8

052-977-3974

中部支社

愛知県名古屋市西区名駅2-27-8

052-977-3974

ｹ706 株式会社 元創

東京都杉並区高円寺南三丁目24番31号

03-6911-3777

ｹ707 株式会社 現代けんこう出版

東京都墨田区両国一丁目12番8号

03-3846-1088

ｹ708 株式会社 建設コンサルタントセンター

静岡市清水区長崎新田123

054-345-2155

ｹ709 株式会社 ケー・シー・エス

東京都文京区小石川一丁目1番17号

03-6240-0581

静岡営業所

静岡市駿河区津島町12-19

080-2377-0036

ｹ710 株式会社 ケイショウ車体

静岡市葵区流通センター11番4号

054-395-7119

ｹ711 株式会社 ケアコム

東京都調布市多摩川3-35-4

042-485-7111

南関東支店

神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関
内駅前マークビル4Ｆ
045-250-5067

ｹ712 ＫＳＳ株式会社

東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号

042-560-2042

ｺ601 株式会社 コンツナ

藤枝市下当間621番地の1

054-641-0939

ｺ602 小林電機工業 株式会社

藤枝市稲川一丁目7番19号

054-641-3914

ｺ603 コハマオフィス 株式会社

藤枝市天王町3丁目10-23

054-645-1245

ｺ701 公共地研 株式会社

埼玉県川口市戸塚三丁目25番27号

048-297-5751

ｺ702 郡リース 株式会社

東京都港区六本木6丁目11番17号

03-3470-0291

名古屋支店

愛知県名古屋市中村区那古野1-38-1

ｺ703 コインロッカー事業 有限会社

静岡市葵区安東3-19-33

054-245-8992

ｺ704 株式会社 工業複写センター

静岡市葵区川合3-26-22

054-264-3200

ｺ705 コニカミノルタジャパン 株式会社

東京都港区芝浦1丁目1番1号

03-6324-1070

ｺ706 コーベベビー 株式会社

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2丁目19番21号 078-854-3011

ｺ707 有限会社 近藤リース

静岡市駿河区丸子6746

054-259-7285

ｺ708 公営事業 株式会社

東京都中野区中野3-50-11

03-5340-0361

ｺ709 株式会社 コーゲツ

沼津市大諏訪559番地

055-922-3703

ｺ710 株式会社 コスモワールド

静岡市駿河区用宗1-2-3

054-260-7217

ｺ711 株式会社コトブキ

東京都港区浜松町1-14-5

03-5733-6691

ｺ712 株式会社 小出速記事務所

佐賀県佐賀市鍋島四丁目5番2号

0952-30-2621

052-551-1661

ヘルスケアカンパニー 静岡市駿河区稲川2丁目2-1ｾｷｽｲﾊｲﾑ
静岡営業所
ﾋﾞﾙ9階
0570-008871

静岡支店

静岡市駿河区用宗一丁目20番3号

054-256-2020

静岡営業所

静岡市葵区黒金町11-7大樹生命静岡
駅前ビル7F

054-205-7161

静岡営業所

静岡県御殿場市新橋1861-1 ニューマ
リッチ参番館103
0550-81-6371

03-6250-2111

BIC-Japan

東京都港区芝浦1-1-1浜松町ビルディ
ング

070-7415-9966

愛知県刈谷市小垣江町北高根115番地

0566-26-5310

静岡営業所

静岡市葵区常磐町二丁目13番地の1

054-251-3201

ｺ717 国土情報開発 株式会社

東京都世田谷区池尻二丁目7番3号

03-5481-3000

ｺ718 国際航業 株式会社

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

03-6362-5931

静岡支店

ｺ719 コトブキシーティング 株式会社

東京都千代田区神田駿河台1-2-1

03-5280-5600

名古屋支店

ｺ720 株式会社 コバリ

山梨県韮崎市中田町中條5317番地

0551-25-5060

ｺ721 神戸綜合速記 株式会社

兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号

078-321-2522

ｺ722 コマツカスタマーサポート 株式会社

東京都港区白金1丁目17番3号

中部カンパニー静岡支
050-3486-4123 店
島田市井口1211

ｺ713 株式会社 江東微生物研究所

東京都江戸川区西小岩5-18-6

03-3671-5941

ｺ714 株式会社 五輪

富山県富山市奥田新町12番3号

076-442-0133

ｺ715 コニカミノルタ株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7番2号

ｺ716 小林クリエイト 株式会社

ｺ723 コスモエネルギーソリューションズ 株式会社 東京都中央区日本橋浜町3-3-2

03-5642-8758

ｺ724 株式会社 光栄印刷

裾野市平松668番地の4

055-993-3368

ｻ601 齋藤商事

藤枝市藤岡３－１９－８

054-638-3069

ｻ602 株式会社 サンエス

藤枝市堀之内1丁目11番7号

054-645-3880

ｻ603 株式会社 サン

静岡市駿河区森下町1番35号

ｻ604 株式会社三幸コーポレーション

沼津市柳町1-50SANKOビル

ｻ701 株式会社 サーベイリサーチセンター

静岡市葵区栄町4番地の10 （朝日生命
静岡栄町ビル）
054-251-7977
愛知県名古屋市千種区桜が丘295番地
第8オオタビル5階
052-386-5036

050-3486-7080

静岡営業所

静岡市葵区茶町一丁目13番地

054-253-6986

054-280-2950

藤枝営業所

藤枝市岡出山3丁目3番15号

054-643-7110

055-924-5381

藤枝支社

藤枝市下青島211-1SANKOビル

054-641-3911

東京都荒川区西日暮里2丁目40番10号

03-3802-6711

静岡事務所

静岡市葵区追手町8番1号

054-251-3661

ｻ702 桜井資源 株式会社

島田市中溝町2560-1

0547-37-6130

ｻ703 有限会社 山静商会

磐田市見付1683-42

0538-36-0366

ｻ704 サーモ包装 株式会社

沼津市松長714-5

055-922-0535

ｻ705 株式会社 サンコートラベル

静岡市葵区七間町5-1-403

054-275-0015

ｻ706 サクセス・ベル 株式会社

広島県江田島市能美町鹿川3642番地1

0823-45-5555

ｻ707 三精工事サービス 株式会社

大阪府大阪市北区池田町1番43号三精ビル

06-6356-0374

名古屋支店

愛知県名古屋市中村区二瀬町161

052-419-5050

ｻ708 三和紙工株式会社

東京都中央区京橋2-1-3

03-3517-2070

静岡営業グループ

静岡県静岡市清水区入江1-3-6

054-365-1033

ｻ709 三和シヤッター工業 株式会社

東京都板橋区新河岸2-3-5

03-5998-9111

静岡統括営業所

静岡市葵区千代田7-8-1

054-262-0111

ｻ710 有限会社 サンユー商事

岐阜県岐阜市太平町二丁目11番地

058-295-7779

ｻ711 株式会社 サンワールド

埼玉県久喜市除堀158-3

0480-22-5665

静岡支店

静岡市駿河区広野2-10-17

054-256-6332

ｻ712 サンコー防災 株式会社

富士市永田北町9番15号

0545ｰ52-3973

ｻ713 株式会社 サイサン

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-5

048-642-8211

静岡営業所

浜松市西区湖東町5704-2

053-486-5557

ｻ714 株式会社 三水

静岡市清水区三保526番地の6

054-334-2512

ｻ715 ササキ 株式会社

愛知県豊橋市八町通五丁目7番地

0532-55-6811

静岡支店

静岡市葵区長沼南10-20

054-655-2080

ｻ716 三洋静岡設備 株式会社

静岡市駿河区下島128番地の4

054-237-4135

ｻ717 株式会社 ザ・トーカイ

静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8

054-254-8181

榛原支店

0548-32-1155

岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1

0584-81-9111

静岡営業所

榛原郡吉田町住吉1170-1
静岡県静岡市葵区伝馬町24-2相川伝
馬町ﾋﾞﾙ4階

ｻ718 サンメッセ 株式会社
ｻ719 株式会社 サン・プランナー

静岡県沼津市高島本町１６番１６号

055-920-5030

ｻ720 株式会社 サイン工房ＦＵＬL

愛知県一宮市三ツ井一丁目14番5号

0586-81-1341

ｻ721 株式会社 三豊

愛知県豊橋市西山町字西山328番地

0532-21-2573

ｻ722 株式会社 サイエンス

静岡市清水区小芝町4番13号

054-361-0200

ｻ723 株式会社 サンスイ

東京都品川区小山台1丁目17番15号

03-5773-5425

北関東支店

埼玉県上尾市平方4280番地1

048-783-0880

ｻ724 三精テクノロジーズ 株式会社

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号

06-6393-5661

東京支店

東京都新宿区新宿四丁目3番17号

03-3356-5651

ｻ725 株式会社 三弘

愛知県名古屋市昭和区車田町1丁目103-2

052-735-8888

静岡営業所

静岡市駿河区高松2-4-35-102

054-237-9050

ｻ726 株式会社 サンワケミカ

東京都江東区亀戸一丁目27番4号

03-3638-3110

ｻ727 山陽マーク 株式会社

広島県広島市西区楠木町一丁目二番五号

082-503-8899

ｻ728 株式会社 サイネックス

大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目3番15号 06-6766-3363

ｻ729 サンコー薬品 株式会社

東京都大田区南六郷2丁目28番4号

03-3732-4678

静岡営業所

静岡市葵区安倍口新田500-12

054-395-5727

ｻ730 三晃工業株式会社

大阪市大正区鶴町二丁目15番26号

06-6555-7052

ｻ731 株式会社 三輝

大阪府大阪市北区同心一丁目10番12号

06-6881-3000

ｻ732 三幸 株式会社

東京都千代田区神田駿河台3丁目3番地4

03-5217-1621

静岡支社

静岡市駿河区中八幡5丁目7-5

054-281-9516

ｻ733 株式会社 サンロフト

焼津市柳新屋436-1

054-626-3366

ｻ734 有限会社 サンテック

富士宮市大中里1274番地の6

0544-58-0606

ｼ601 消防設備保全 株式会社

藤枝市岡出山1丁目16番20号

054-643-0119

ｼ602 株式会社島村謄文堂

藤枝市田沼１－１５－８

054-635-1305

ｼ603 志太ケミカル 株式会社

藤枝市大新島717の1番地

054-636-6131

ｼ604 株式会社 城南メンテナンス

藤枝市築地323番地

054-643-2468

ｼ605 株式会社 志太紙業

藤枝市高柳2335番地1

054-635-6651

ｼ606 株式会社静岡産業社

静岡市葵区流通センター8番1号

054-203-4510

藤枝営業所

藤枝市下当間901

054-643-5411

ｼ607 昭和設計 株式会社

静岡市葵区若松町41番地の1

054-252-1820

藤枝営業所

藤枝市下藪田395番地の3

054-625-8181

ｼ608 志太家電協同組合

藤枝市築地513

054-644-1850

054-275-1181

ｼ609 システムハウスパルム

藤枝市田沼1-19-15

054-636-2884

ｼ610 静岡日野自動車 株式会社

静岡市駿河区国吉田二丁目5-1

054-261-2900

ｼ611 株式会社 静岡環境保全センター

藤枝市高洲60番地の15

054-636-1511

ｼ612 静銀リース 株式会社

静岡市葵区呉服町1丁目1番地の2

054-255-7788

ｼ613 学校法人 新静岡学園
藤枝市駿河台四丁目1番1号
特定非営利活動法人 静岡県教育フォーラ
ｼ614 ム
藤枝市瀬古3-11-2

054-645-0191

ｼ615 清水屋スポーツ株式会社

静岡県藤枝市本町3丁目6番8号

054-641-1358

ｼ616 静岡特殊車輌販売 株式会社

藤枝市青南町一丁目15番地の5

054-634-0881

ｼ701 しずてつジャストライン 株式会社

静岡市葵区宮前町28番地

054-267-5116

ｼ702 株式会社 静岡グリーンサービス

焼津市下小田508番地

054-624-5593

ｼ703 株式会社 シービーエム
浜松市中区西浅田一丁目9番20号
株式会社 ジャパンインターナショナル総合 京都府京都市右京区西京極西池田町9番地5
ｼ704 研究所
西京極駅前ビル6階
ｼ705 ジーエムいちはら工業 株式会社
ｼ706 株式会社 ジーウェイブ
一般財団法人 静岡県生活科学検査セン
ｼ707 ター

藤枝営業所

藤枝市水上14-1

054-641-5711

藤枝営業所

藤枝市前島1丁目3番1

054-636-0077

東京営業所

東京都台東区浅草橋5-4-2 横山ビル

03-3862-6976

054-644-1304

053-441-1600
075-924-2603

栃木県鹿沼市樅山町上原267番地
0289-64-1511
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガー
デンＢ棟10階
043-297-0633
焼津市塩津1番地の1

054-621-5861

ｼ708 株式会社 下田オー・エー・システム

下田市田牛字碁石浜718番地の229

0558-22-4536

ｼ709 株式会社 ジオプラン・ナムテック
ｼ710 株式会社 ジチタイアド

東京都千代田区麹町五丁目4番地
03-6868-8685
福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 ＭＧ薬院ビ
ル
092-716-1401

ｼ711 静岡県消防設備保守点検業協同組合

静岡市駿河区南町5番3号

ｼ712 新菱工業 株式会社
ｼ713 株式会社 自治体病院共済会

東京都千代田区神田多町二丁目9番2号
03-5289-0009
東京都千代田区平河町2丁目7番5号 砂防会
館本館7階
03-3263-3397

ｼ714 城山産業 株式会社

東京都渋谷区西原2-1-4 白倉ビル1階

03-3460-2625

ｼ715 新明和工業 株式会社

兵庫県宝塚市新明和町1-1

0798-56-5000

ｼ716 島津メディカルシステムズ株式会社

06-7668-2890

ｼ717 株式会社 ジェイアール東海ツアーズ

大阪府大阪市淀川区宮原三丁目5番24号
東京都中央区京橋一丁目5番8号 三栄ビル2
階

ｼ718 株式会社 自然環境リサーチ

島田市東町1956番地15

0547-39-7377

ｼ719 ジェイフィルム 株式会社

東京都千代田区東神田2-5-15

03-3862-9330

054-287-5091

03-3274-9782

特装車事業部営業本
部静岡営業所
静岡市駿河区中田3-1-33
054-282-5330
東海支店 静岡営業 静岡市駿河区稲川二丁目1番1号 伊伝
所
静岡駅南ビル2階
054-204-1620
静岡県静岡市葵区黒金町29 ＡＳＴＹ静
法人営業静岡支店
岡ビル1階
054-287-1850

ｼ720 静岡ヤンマー 株式会社

静岡市清水区由比寺尾831-2

054-376-0211

ｼ721 昭和建物管理 株式会社

愛知県名古屋市中区丸の内二丁目18番25号

052-728-1133

ｼ722 静岡教科書 株式会社

静岡市葵区春日二丁目12番23号

054-253-9155

ｼ723 信建工業 株式会社
静岡市葵区千代
ジャパンエレベーターサービス神奈川 株式
ｼ724 会社
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8

054-276-2151

ｼ725 株式会社 静岡セイコー

静岡市駿河区みずほ2丁目18番地の15

054-259-9121

ｼ726 ＧＥヘルスケア・ジャパン 株式会社

東京都日野市旭が丘四丁目7番地の127

042-585-5111

ｼ727 株式会社 シズデンシステム

静岡市駿河区曲金五丁目17番5号

054-280-3333

ｼ728 シーメンスヘルスケア 株式会社

東京都品川区大崎1-11-1

03-3493-7500

ｼ729 株式会社 静岡建物サービス

静岡市葵区栄町3番地の9

054-255-6322

ｼ730 株式会社 シーピーエス

浜松市中区中央1丁目16番9号

053-450-8685

ｼ731 株式会社 上智

富山県砺波市千代176番地の1

0763-33-2085

ｼ732 株式会社 静岡リビング新聞社

静岡市葵区伝馬町16-8シルクスクエア1号館

054-255-1231

ｼ733 株式会社 静岡日立

静岡市駿河区聖一色84-1

054-264-7171

ｼ734 株式会社 静岡情報処理センター

静岡市葵区紺屋町12番地6

054-271-7501

ｼ735 株式会社 新東管理

東京都東大和市蔵敷2-480-2

042-564-8425

045-410-0333
静岡支店

静岡市駿河区宮竹1丁目19番10号

054-687-0027.

静岡営業所

静岡市葵区栄町4-10

054-266-4950

湘南支店
神奈川県藤沢市本町4-8-35
シンレキ工業 株式会
社
袋井市延久352

0466-52-7965

ｼ736 シンレキ工業 株式会社
東京都大田区蒲田5-38-1
GMOグローバルサインﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 株式会
ｼ737 社
東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー

03-3736-0561

0538-43-3231

ｼ738 一般社団法人 静岡県環境資源協会

静岡市葵区追手町44-1

054-252-9023

ｼ739 株式会社ジェイアクア

東京都渋谷区神南1丁目5番14号

03-5817-4445

ｼ740 静岡アイホー調理機 株式会社

静岡市駿河区中島381-1

054-285-5900

ｼ741 ＪＦＥ条鋼 株式会社

東京都港区新橋五丁目11番3号

03-5777-3811

鹿島製造所

茨城県神栖市南浜７番地

0299-90-5286

ｼ742 昭和 株式会社

東京都北区上中里1丁目11番8号

03-5276-8777

静岡支社

静岡市葵区紺屋町4番8

054-652-4393

ｼ743 株式会社 社会保険出版社

東京都千代田区神田猿楽町1-5-18

03-3291-9841

ｼ744 島田防災設備 株式会社
ｼ745 静岡ビルサービス 株式会社

島田市中溝町1632-15
0547-37-6441
静岡市清水区草薙一丁目3番15号 グラソード
草薙2階
054-344-5100

ｼ746 静岡電話工業 株式会社

静岡市駿河区聖一色143番地の1

054-262-4903

ｼ747 有限会社 システムサポート静岡

浜松市東区中野町164-5

053-544-6100

ｼ748 静岡ガスクレジット 株式会社

静岡市駿河区八幡1-5-38

054-287-3203

03-6415-6100

ｼ749 新明和アクアテクサービス 株式会社

兵庫県神戸市東灘区本山南町8-6-26

078-436-0760

静岡ステーション

静岡市駿河区中田3丁目1番33号

054-285-0798

ｼ750 有限会社 神商会

静岡市清水区堂林2丁目1番35号

054-351-1898

ｼ751 株式会社 静岡システム特機

静岡市駿河区宮竹1丁目10-2

054-236-0345

ｼ752 株式会社 ジェイ エスキューブ

東京都江東区東雲1-7-12

03-5859-0170

第五営業本部

愛知県名古屋市中区栄3-1-1

052-269-1773

ｼ753 株式会社 ＪＥＣＣ

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号

03-3216-3962

株式会社 ＪＥＣＣ

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号

03-3216-3962

ｼ754 株式会社 システム環境研究所

福岡県福岡市博多区千代4丁目30番2号

092-651-5511

東京事務所

東京都中央区八丁堀2丁目26番9号

03-5542-5005

ｼ755 芝浦セムテック 株式会社

沼津市大岡2068番地の3

055-924-3450

ｼ756 株式会社 ＪＭＣ

東京都港区浜松町1-30-5

03-5733-3001

営業3課

東京都港区浜松町1-30-5

03-5733-3002

ｼ757 静岡無線サービス 株式会社

沼津市沼北町1丁目15番16号

055-926-2601

静岡営業所

静岡市葵区千代田6丁目17番14号

054-263-0868

ｼ758 信号器材 株式会社

神奈川県川崎市中原区市ノ坪160

044-411-2191

静岡営業所

静岡市葵区流通センター11-10

054-264-8055

ｼ759 シーデーシー情報システム 株式会社

千葉県千葉市中央区本千葉町4番3号

043-224-7181

ｼ760 ジャパンシステム 株式会社

東京都渋谷区代々木1-22-1

03-5309-0310

ｼ761 静岡ビル保善 株式会社

静岡市葵区鷹匠二丁目23番9号

054-251-1161

ｼ762 株式会社 シン技術コンサル

011-859-2600

静岡営業所

沼津市東椎路1434-1パナホム大嶽H棟 055-920-6016

ｼ763 株式会社システムディ

北海道札幌市白石区栄通二丁目8番30号
京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町
603番地

ｼ764 株式会社 システック

富士市中央町2-12-12

0545-52-9222

ｼ765 有限会社 ジャーム

沼津市原2630-16

055-968-2843

ｼ766 株式会社 新日本コンサルタント

富山県富山市奥田新町1-23

076-464-6520

静岡営業所

静岡市葵区吉野町4-7

ｼ767 株式会社 静岡青果物納入会

静岡市駿河区泉町５－３２

054-286-5978

ｼ768 株式会社 四門

東京都千代田区神田三崎町2-4-1

03-3265-2857

静岡営業所

ｼ769 株式会社ＪＴＢ

東京都品川区東品川二丁目3番11号

03-5796-5822

静岡支店

静岡市葵区西草深町5-16
054-205-0222
静岡市葵区御幸町５－９ 静岡フコク生
命ビル８階
054-251-2398

ｼ770 有限会社 静岡フレンド社

静岡市葵区南沼上1-6-36

054-263-5170

ｼ771 公益財団法人 静岡県学校給食会

静岡市葵区駿府町1-12

054-254-7428

ｼ772 シンコースポーツ 株式会社

03-5614-4455

静岡支店

ｼ773 株式会社 シンク

東京都中央区日本橋堀留町2-1-1
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番24
号大博センタービル

092-475-6311

株式会社 シンク

三島市寿町1-25第一ビルディング1階
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目
19番24号大博センタービル

ｼ774 清水リース&カード 株式会社

静岡市清水区富士見町2番1号

054-352-4040

ｼ775 株式会社 伸公

富士宮市大岩269-11

0544-26-9171

ｼ776 島津システムソリューションズ 株式会社

京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1

075-823-2830

横浜支店

神奈川県横浜市西区北幸2-8-29 東武
横浜第3ビル7F
045-311-4150

075-256-7777

054-270-3530

055-941-6416
092-475-6311

ｼ777 シャープマーケティングジャパン株式会社

大阪府八尾市北亀井町三丁目1番72号

06-6796-1542

ビジネスソリューション
担当
東京都港区芝浦一丁目2番3号

03-5446-8352

ｼ778 株式会社 島田組

大阪府八尾市弓削町南３丁目２０番地２

072-949-2410

静岡営業所

静岡市葵区呉服町2-1-15-5B

054-260-4567

ｼ779 新東海ロジスティクス 株式会社

島田市向島町4379番地

0547-35-6505

ｼ780 株式会社 静鉄アド・パートナーズ

静岡市葵区日出町8-3 静鉄日出町ビル1階

054-252-3131

ｼ781 静岡ヨーク 株式会社

静岡市駿河区中島732番地の2

054-282-0521

ｼ782 株式会社 ジョイトーク

栃木県さくら市氏家2371-12

028-682-0006

ｼ783 有限会社 新成田総合社

千葉県成田市不動ヶ岡1128-19

0476-24-1887

ｼ784 株式会社 ジャクエツ

福井県敦賀市若葉町2-1770

0770-25-1111

静岡店

静岡市駿河区新川1-16-13

054-281-2271

ｼ785 株式会社静岡合羽橋新村商店

静岡市駿河区馬渕4丁目4-24

054-201-9234

ｼ786 株式会社シナジー

沖縄県宜野湾市大山七丁目10番14号3階

098-988-0184

ｼ787 株式会社 島津製作所

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

075-823-1111

静岡支店

静岡市駿河区稲川2丁目1-1 伊伝静岡
駅南ビル2階
054-285-0123

ｼ788 静岡県給食資材 株式会社

静岡市葵区竜南3-17-8

054-245-9036

ｼ789 新生マイクロ写真 株式会社

三島市松本302-1

055-977-4445

ｼ790 静岡県森林組合連合会

静岡市葵区追手町9番6号静岡県庁西館9階

054-253-0195

ｼ791 しずおか未来エネルギー 株式会社

静岡市葵区黒金町12-5丸伸ビル2階

054-260-4414

ｽ601 株式会社 スズケン

愛知県名古屋市東区東片端町8番地

052-961-2331

藤枝支店

藤枝市小石川町四丁目3番18号

ｽ701 スリーエム技研 株式会社

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町481番地1

045-864-3434

ｽ702 鈴与技研 株式会社

静岡市駿河区寿町12番35号

054-281-3311

ｽ703 有限会社 首藤商会

静岡市葵区長沼二丁目16番23号

054-261-1240

ｽ704 株式会社 ステージ・ループ静岡

静岡市駿河区池田565－1

054-267-4511

ｽ705 株式会社 ステージ・ループ

浜松市中区中島1-35-16

053-460-4011

ｽ706 株式会社 スポーツプラザ報徳

神奈川県小田原市堀之内458番地

0465-37-4600

ｽ707 株式会社 スリーライク

茨城県龍ヶ崎市出し山町47番地

0297-60-7110

東海支店

静岡市駿河区寿町16番29号 田中ビル 054-269-5112

ｽ708 有限会社 スルガ防災

島田市横井4-11-17

0547-37-2939

ｽ709 株式会社 スマートボックス

東京都港区北青山3-3-7

03-5413-5861

ｽ710 株式会社スクールキーパー

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1491-9

045-373-3443

ｽ711 鈴与建設株式会社

静岡市清水区松原町5-17

054-354-3405

ｽ712 鈴与電力株式会社

静岡市葵区栄町1番地の3

054-665-8073

ｽ713 株式会社 スマートステージ

静岡市駿河区高松2丁目16番22号

054-236-5050

ｽ714 株式会社 駿河こどものとも社

静岡市清水区梅ケ谷45-5

054-348-8355

054-641-3004

ｽ715 株式会社 水機テクノス

ｽ717 株式会社 スマートバリュー

東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号
03-3426-2600
神奈川県横浜市旭区二俣川1-45-45大髙ビル
3階
045-360-9220
大阪府大阪市中央区道修町3-6-1京阪神御堂
筋ビル7階
06-6227-5577

ｽ718 株式会社 スタジオ三十三

京都府京都市伏見区竹田松林町11番地

075-601-3103

ｽ719 住友大阪セメント 株式会社

東京都千代田区六番町6番地28

03-5211-4845

栃木工場

ｽ720 水ingAM 株式会社

東京都港区港南一丁目7番18号

03-6830-9050

横浜営業所

ｽ721 水ingエンジニアリング 株式会社

東京都港区港南一丁目7番18号

03-6830-9055

ｽ722 スーパーおさだ 株式会社

静岡市駿河区向敷地87-1

054-259-1575

ｽ723 株式会社 スルガ

沼津市北今沢19-12

055-967-3939

ｽ724 株式会社 須走総合企画

富士市厚原字八反田202番地の2

0545-73-1111

ｽ725 水研科学工業 株式会社

神奈川県大和市深見西4丁目8番24号

ｽ726 株式会社 スター

ｽ716 水道テクニカルサービス 株式会社

静岡営業所

静岡市葵区栄町3番1号

054-254-0619

静岡営業所
静岡市葵区吉野町4-7
054-270-5605
クラウドイノベーション 大阪府大阪市中央区道修町3-6-1京阪
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
神御堂筋ビル7階
06-6227-5563
0283-86-3211

横浜営業所

栃木県佐野市築地町715番地
横浜市中区本町二丁目22番地京阪横
浜ビル
神奈川県横浜市中区本町二丁目22番
地 京阪横浜ビル

静岡営業所

静岡市駿河区下島332-1

054-237-6200

046-263-2331

静岡営業所

054-268-4111

三重県亀山市関ｹ丘521-117

0595-83-5900

関東営業所

静岡市駿河区下川原一丁目3番7号
千葉県木更津市畑沢南1-22-13 サン
ハイツ山田E棟102

ｾ601 株式会社 静環検査センター

藤枝市高柳2310番地

054-634-1000

ｾ602 有限会社 成新ソフトウェア

藤枝市瀬戸新屋147-5

054-646-3237

ｾ603 瀬古屋

藤枝市茶町1-13-14

054-641-1703

ｾ701 株式会社 セリオ

静岡市葵区追手町9番22号

054-253-4105

ｾ702 セーフティガード 株式会社

島田市野田1121番地の1

0547-33-0530

ｾ703 株式会社 全日警

東京都中央区日本橋浜町1丁目1番12号

03-3862-6621

静岡支社

静岡市葵区紺屋町11番地の19

054-254-5838

ｾ704 株式会社 ゼンリン

福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1

093-882-9050

静岡営業所

静岡市駿河区小黒3-11-19

054-286-1417

ｾ705 セルコ 株式会社

浜松市東区将監町7番地の14

053-463-1341

静岡支店

静岡市駿河区馬淵二丁目4番19号

054-288-2210

ｾ706 セコム 株式会社

東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号

03-5775-8475

ｾ707 清化工業 株式会社

浜松市中区北寺島町218-8

053-456-1555

ｾ708 株式会社 宣通

愛知県名古屋市東区東桜二丁目16番27号

052-979-1600

ｾ710 静和事務機 株式会社

牧之原市大沢327番地3

0548-52-3211

ｾ711 世界文化社販売 株式会社

静岡支社

ｾ712 株式会社セノン

富士市中央町3-13-26
0545-51-3800
東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディ
ング16階
03-3348-7111

ｿ701 ソシオフードサービス株式会社

東京都港区芝四丁目13-3 PMO田町東10F

03-3457-3300

中部支店

静岡市駿河区寿町7-13
054-286-5711
静岡市葵区西門町3-8 ダイセイヨウビ
ル301号室
054-273-7501
愛知県名古屋市中区大須1-35-18 一
光大須ビル2F
052-746-9216

ｿ702 ソフトバンク 株式会社

東京都港区海岸一丁目7番1号

03-6889-2699

静岡支社

045-212-0090
045-663-8821

0595-83-5900

ｿ703 ソリックオートドア 株式会社

静岡市駿河区池田1800-3

054-264-2023

ｿ704 株式会社 ソラスト

東京都港区港南1-7-18

03-3450-2610

浜松支社

ｿ705 株式会社 総合環境分析

神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目13番2号

045-929-0033

静岡営業所

ｿ706 綜合警備保障 株式会社

東京都港区元赤坂1丁目6番6号

03-3470-6811

ｿ707 株式会社 創和

東京都江戸川区篠崎町三丁目33番8号

03-5637-8888

ﾀ601 株式会社 立花ガーデン

藤枝市立花一丁目12番地の6

054-644-0738

ﾀ603 株式会社 大正亭

藤枝市本町2-5-11

054-641-0316

ﾀ604 株式会社 ダスキン駿河

藤枝市田中3丁目7-2

054-641-3399

ﾀ701 大豊物流株式会社

牧之原市細江6054番地1

0548-22-7714

ﾀ702 大栄環境 株式会社

大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号

0725-54-3061

ﾀ703 株式会社 太洋サービス

浜松市西区篠原町9254番地の2

053-447-4640

ﾀ704 太平ビルサービス 株式会社

東京都新宿区西新宿6丁目22番1号

ﾀ705 株式会社 タクマ

浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタ
ワー11階
053-455-1051
0545-87-2763

静岡支社

富士市香西45-4
静岡市葵区東静岡1-3-29ALSOK静岡
ﾋﾞﾙ

03-5323-4111

静岡支店

静岡市葵区紺屋町11番地の17

054-251-6251

兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号

06-6483-2609

東京支社

東京都港区芝浦三丁目9番1号

03-5730-9200

ﾀ706 株式会社 丹青社

東京都港区港南一丁目2番70号

03-6455-8151

ﾀ707 太平洋陸送 株式会社

埼玉県熊谷市三ケ尻５３７８番地

048-531-3751

ﾀ708 株式会社 ダスキンあおい

静岡市駿河区下川原5丁目1-21

054-258-1807

ﾀ709 大成機工 株式会社

大阪府大阪市北区梅田1-1-3-2700

06-6344-7771

東京支店

東京都中央区日本橋1-2-5

03-5201-7771

ﾀ710 株式会社 タムラ

東京都江戸川区西一之江四丁目9番28号

03-3652-4000

ﾀ711 株式会社 大鉄アドバンス

島田市金谷東二丁目1112-2

0547-46-3131

ﾀ712 株式会社 ダイイチ

神奈川県横浜市中区宮川町3-89

045-241-8911

静岡営業所

054-669-9544

ﾀ713 第一環境 株式会社

東京都港区赤坂二丁目2番12号

03-6277-7920

中部支店

静岡市駿河区下島426-1
愛知県名古屋市中村区名駅五丁目31
番10号

ﾀ714 株式会社 タクマテクノス

東京都港区芝浦三丁目9番1号

03-5439-4171

ﾀ715 有限会社 大興資源

神奈川県横浜市都筑区川和町255番地4号

045-929-4811

ﾀ716 有限会社 太陽造園

藤枝市平島545番地の2

054-641-4076

ﾀ717 第一法規 株式会社
ﾀ718 株式会社 タスクフォース

東京都港区南青山二丁目11番17号
03-3404-2251
大阪府大阪市中央区本町四丁目4番24号 住
友生命本町第2ビル
06-6120-6681

ﾀ719 有限会社 滝企画

静岡市清水区高橋三丁目9番71号

054-364-1999

ﾀ720 玉野総合コンサルタント 株式会社

愛知県名古屋市東区東桜2丁目17番14号

052-979-9222

静岡支店

静岡市葵区東静岡1丁目1番39号 ﾏｰｸ
ｽ･ｱﾈｼｽﾀﾜｰ東静岡2階
054-267-7555

ﾀ721 大和リース 株式会社

大阪府大阪市中央区農人橋2-1-36

06-6942-8011

静岡支店

静岡市駿河区石田1丁目3番29号

054-265-6000

052-533-9712

054-202-6500

ﾀ722 株式会社 タナカ

茨城県土浦市藤沢3495-1

029-862-1234

東京支社

東京都千代田区神田東松下町17

03-3255-1740

ﾀ723 株式会社 大輝

東京都府中市武蔵台三丁目7番地8

042-574-2911

中部支店

掛川市杉谷南二丁目6番地の1

0537-61-3881

ﾀ724 株式会社 タムコ

東京都江戸川区西一之江四丁目9番9号

03-3652-4060

ﾀ725 高千穂商事 株式会社

東京都港区虎ノ門5-3-20-415

03-6450-1011

ﾀ726 株式会社 第一テクノ

東京都品川区南大井6丁目13番10号

03-5762-8008

静岡営業所

静岡市葵区古庄1丁目2番6号

054-655-0761

ﾀ727 髙橋電気工業 株式会社

島田市向谷四丁目1006番地の1

0547-36-5011

ﾀ728 株式会社 タカミ

静岡県磐田市匂坂上309番2

0538-38-2222

ﾀ729 有限会社 タナカ興業

愛知県豊橋市大岩町字北山6番地の911

0532-41-8989

ﾀ730 株式会社 スクールゴー

大阪府大阪市東成区東今里2-1-18

06-7777-8888

ﾀ731 大学産業 株式会社

浜松市南区芳川町723

053-425-0021

静岡営業所

静岡市駿河区中原530-1

054-202-8811

ﾀ732 株式会社タカヤナギ

沼津市西間門14-1

055-987-8698

ﾀ733 タカオ 株式会社

広島県福山市御幸町中津原1787-1

084-955-1275

ﾀ734 第一工業 株式会社

浜松市東区大島町955-9

054-433-1111

浜松営業所

浜松市東区大島町955-9

053-432-4320

ﾀ735 タニコー 株式会社

東京都品川区戸越1-7-20

03-5498-7111

静岡営業所

静岡市駿河区池田573-1

054-263-2870

ﾁ601 一般財団法人 中部電気保安協会

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目19-12

052-955-0781

藤枝営業所

藤枝市小石川町二丁目8-27

054-641-6178

ﾁ602 株式会社 中部綜合コンサルタント

浜松市中区元城町222番地の2 元城ビル3-A 053-458-7080

藤枝営業所

藤枝市天王町1-11-20

054-625-8256

ﾁ603 株式会社 中央防犯

藤枝市稲川1丁目11番36号

054-643-0110

ﾁ604 有限会社 中部テック

静岡市葵区銭座町94-5

054-247-8041

ﾁ605 株式会社 中部ロックセンター

静岡市葵区銭座町94-5

054-247-8001

ﾁ606 中央印刷 株式会社

藤枝市瀬戸新屋262番地の1

054-643-1277

ﾁ701 中部ロードテック 株式会社

静岡市駿河区中島1380-1

054-287-2716

ﾁ702 千歳自動車工業 株式会社

神奈川県横浜市南区浦舟町5丁目77番地

045-231-8251

ﾁ703 株式会社 チャイルド本社

東京都文京区小石川5丁目24番21号

03-3813-3781

ﾁ704 株式会社 地域環境計画

東京都世田谷区桜新町2-22-3NDSビル

03-5450-3700

ﾁ705 株式会社 中部

愛知県豊橋市神野新田町字トノ割28番地

ﾁ706 中部化成薬品 株式会社

有限会社 中部テック 藤枝市南新屋252-2
株式会社 中部ロック
センター
藤枝市南新屋252-2

054-644-0819

静岡営業所

静岡市葵区池ヶ谷6-36

054-245-5251

0532-31-1111

浜松支店

浜松市北区豊岡町325番地の1

053-439-3000

岐阜県岐阜市秋津町5番地

058-264-3291

名古屋支店

名古屋市北区田幡2丁目10番地11号

052-917-7671

ﾁ707 中部テレコミュニケーション 株式会社

愛知県名古屋市中区錦1丁目10番1号

052-740-9222

ﾁ708 株式会社 地域まちづくり研究所

静岡市葵区水落町5番5号

054-270-6535

ﾁ709 株式会社 中央ジオマチックス

東京都板橋区舟渡3丁目15番22号

03-3967-1781

静岡営業所

054-250-0451

ﾁ710 株式会社 チヨダ

長野県松本市中山7308番地2

0263-59-6633

静岡営業所

静岡市葵区本通4丁目3番地の7
静岡市清水区草薙1丁目13番19号SOneビル3-A

054-644-0809

054-260-6648

東海支社

浜松市中区中央二丁目10番1号浜松青
色会館5階
053-452-0555

03-3527-1013

静岡営業所

静岡市葵区栄町4番8号

054-254-2620

03-3334-1661

静岡営業所

焼津市三ヶ名1495-1

054-628-5357

静岡事務所

静岡市葵区栄町4-10

054-221-8360

広島県広島市西区横川新町9-12
082-295-2222
石川県金沢市広岡三丁目3番77号 JR金沢駅
西第一NKビル7階
076-263-6464

静岡出張所

浜松市中区山下町2-1

053-523-8500

静岡事務所

03-3816-5241

名古屋営業所

ﾁ722 株式会社 地域計画建築研究所

東京都文京区湯島1丁目7番12号
京都府京都市下京区四条通り高倉西入ル立
売西町82

075-221-5132

名古屋事務所

静岡市葵区追手町2番20号
054-275-1024
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目14番
32号
052-220-6720
名古屋市中村区名駅南一丁目27番2号
日本生命笹島ﾋﾞﾙ
052-462-1030

ﾁ723 中央開発 株式会社

東京都新宿区西早稲田3-13-5

03-3208-3111

東京支社静岡支店

静岡市駿河区聖一色157-1

054-263-1020

ﾂ701 都築電気 株式会社

東京都港区新橋六丁目19番15号

03-6833-7777

静岡営業所

054-286-2205

ﾂ702 月島機械 株式会社

東京都中央区晴海3丁目5番1号

03-5560-6511

横浜支店

ﾂ703 月島テクノメンテサービス 株式会社

東京都江東区佐賀一丁目3番7号

03-5245-7150

横浜支店

ﾂ704 株式会社 鶴見製作所

大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目16番40号

06-6911-3210

中部支店

静岡市駿河区南町18番1号
神奈川県横浜市中区相生町3丁目56番
地1
神奈川県横浜市中区相生町3丁目56番
地1
愛知県名古屋市中村区牛田通2丁目19
番地

ﾃ701 株式会社 テクノサイト

島田市本通5-4-4

0547-35-2239

ﾃ702 株式会社 帝装化成

静岡市駿河区西島164番地の1

054-237-1041

静岡市駿河区西島164-1

054-237-4011

ﾃ703 税理士法人 ＴＭＳ

03-3982-8482

東京都練馬区氷川台4-47-18

03-5399-9251

ﾃ704 株式会社 データホライゾン

東京都豊島区南池袋2-17-11
広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号
広島ミクシス・ビル

静岡営業所
税理士法人 ＴＭＳ
練馬事務所

ﾃ705 テスコ 株式会社

東京都千代田区西神田一丁目4番5号

03-5244-5311

ﾃ706 テルウェル西日本 株式会社

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-7-12

06-4790-8800

東海支店

愛知県名古屋市中区松原三丁目2-8

052-322-8021

ﾃ707 株式会社 寺尾朝次郎商店
ﾃ708 ディーブイエックス 株式会社

焼津市駅北2-16-16
054-628-2747
東京都豊島区高田二丁目17番22号 目白中野
ビル5階
03-5985-6116

ﾃ709 株式会社 テクノラボ

東京都杉並区梅里一丁目7番7号

ﾁ711 株式会社 中日アド企画

愛知県名古屋市中区三の丸一丁目6番1号

052-239-1223

ﾁ712 中部電力ミライズ 株式会社

愛知県名古屋市東区東新町1番地

052-740-6831

ﾁ713 株式会社 知識経営研究所

東京都港区麻布十番二丁目11番5号

03-5442-8421

ﾁ714 株式会社 千代田コンサルタント

東京都千代田区神田須田町二丁目6番地

ﾁ715 株式会社 千代田

東京都杉並区南荻窪3-29-12

ﾁ716 株式会社 地域計画センター

長野県長野市大字北長池字上河原1924番地2 026-259-0039

ﾁ717 株式会社 長大

東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目20番4号

03-3639-3301

ﾁ718 中遠環境保全 株式会社

掛川市八坂317番3

0537-27-1248

ﾁ719 中外テクノス 株式会社
ﾁ720 株式会社 中央設計技術研究所
ﾁ721 株式会社 千代田テクノル

045-651-7331
045-640-3582
052-481-8181

082-279-5550

03-3317-7717

ﾃ710 株式会社 電音システム

愛知県名古屋市中川区高畑三丁目57番地

052-362-3811

ﾃ711 ティーメディクス 株式会社

東京都新宿区西新宿2-3-1

03-3349-8590

ﾃ712 株式会社 電算システム

岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地

058-279-3456

ﾃ713 株式会社 TKC

栃木県宇都宮市鶴田町1758番地

028-648-2111

ﾃ714 デュプロ販売 株式会社

愛知県名古屋市中区大井町4-19

052-321-2020

ﾃ715 デコラテックジャパン 株式会社

浜松市西区大久保町1281

053-485-4555

ﾃ716 株式会社 ＤＴＳ

東京都中央区八丁堀2-23-1エンパイヤビル

03-3946-5488

ﾃ717 帝人ヘルスケア 株式会社

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

03-3506-4488

ﾃ718 株式会社 電通東日本

東京都港区新橋4-21-3

ﾃ719 株式会社 テクアノーツ

株式会社 電算システ
ム
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地

058-279-3482

静岡営業所

静岡市駿河区中原886

054-282-1336

03-5402-9555

静岡支社

静岡市葵区紺屋町17-1

054-253-2111

埼玉県川口市芝下1-1-3

048-424-2800

中部事業所

岐阜県大垣市新田町4-30

0584-89-0320

ﾃ720 株式会社 データベース

北海道札幌市北区北七条西5丁目8-5

011-726-7661

静岡営業所

御殿場市新橋1543-7

0550-84-1383

ﾃ721 帝商 株式会社

東京都港区港南一丁目2番70号

03-6810-4842

ﾃ722 株式会社 帝国データバンク

東京都港区南青山2-5-20

03-5775-3000

静岡支店

静岡市葵区追手町9-22 読売静岡ビル
6Ｆ
054-254-8301

ﾃ723 電気興業 株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号

03-3216-1671

中央営業部

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号

03-3216-9478

ﾃ724 株式会社 テリロジーサービスウェア

東京都千代田区九段北1-13-5

03-4550-0556

ﾃ725 電通システム 株式会社

浜松市南区三島町104-1

053-441-3911

島田営業所

島田市井口1102

0547-38-3600

ﾃ726 株式会社 データサービスセンター

駿東郡清水町卸団地63-2

055-973-2000

ﾄ601 殿村食品 株式会社

藤枝市大西町1-1-26

054-636-0500

ﾄ602 株式会社 東海メンテナンス

藤枝市仮宿1478-2

054-260-9660

ﾄ603 東海機材 株式会社

浜松市中区曳馬町2890番地

053-463-1215

藤枝営業所

藤枝市水上267-2

054-643-3700

ﾄ604 トータルインテリアはしもと

藤枝市堀之内516番地の20

054-644-7520

ﾄ605 東海ガス 株式会社

焼津市塩津74番地の3

054-647-7151

東海ガス 株式会社

藤枝市青木2丁目29番1号

054-647-7151

ﾄ701 株式会社 トラスト

静岡市駿河区下川原4丁目5番22号

054-257-6177

ﾄ702 東海埠頭 株式会社

静岡市清水区横砂408番地の13

054-364-1872

ﾄ703 東海ビル管理 株式会社

浜松市東区和田町708番地の1

053-463-8000

ﾄ704 株式会社 東伸レンタル

神奈川県横浜市都筑区川向町803番地1

045-474-1791

ﾄ705 株式会社 トライグループ

大阪市中央区南本町三丁目6番14号

03-5211-2211

ﾄ706 株式会社 図書館流通センター

東京都文京区大塚三丁目1番1号

03-3943-2221

ﾄ707 株式会社 東洋スタビ

岐阜県揖斐郡大野町大字公郷3261番地1

0585-32-3617

ﾄ708 株式会社 東亜環境コーポレーション

神奈川県海老名市杉久保南5丁目16番12号

046-239-2130

ﾄ709 株式会社 ドリームホップ

東京都千代田区飯田橋1丁目8番10号

050-1741-7172

ﾄ710 東西化学産業 株式会社

大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号

06-6947-5511

ﾄ711 東西医用器 株式会社

静岡市葵区城北二丁目1番30号

054-245-5746

ﾄ712 東海安全警備保障 株式会社

静岡市駿河区高松2丁目5番35号

054-238-2233

ﾄ713 株式会社 東和テクノロジー

広島県広島市中区広瀬北町3番11号

082-297-8700

ﾄ714 東海プラント 株式会社

沼津市真砂町267-2

055-951-5240

ﾄ715 東京法令出版 株式会社

長野県長野市南千歳町1005番地

026-224-5441

ﾄ716 東京センチュリー 株式会社

東京都千代田区神田練塀町3番地

03-5209-6610

ﾄ717 東海整備 株式会社

054-281-2535

ﾄ718 株式会社 ドーン

静岡市駿河区八幡一丁目1番4号
兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目2番21号
三宮グランドビル5F

ﾄ719 株式会社 東京法規出版

東京都文京区本駒込2丁目29番22号

03-5977-0300

ﾄ720 株式会社 東海道シグマ

静岡市葵区御幸町8番地の1

054-272-0072

ﾄ721 東海下水道整備 株式会社

浜松市南区恩智町559-19

053-426-0111

ﾄ722 凸版印刷 株式会社

東京都台東区台東一丁目5番1号

03-3835-5111

静岡営業所

静岡市葵区伝馬町8番6号 トップセン
タービル13階

054-254-9128

ﾄ723 東栄商工 株式会社

静岡県沼津市岡宮607-1

055-922-9693

静岡営業所

焼津市三ケ名255-1

054-631-6260

ﾄ724 株式会社 トスコ

岡山県岡山市南区西市116-13

086-243-8868

静岡営業所

ﾄ725 トッパン・フォームズ 株式会社

東京都港区東新橋1-7-3

03-6253-6000

静岡営業所

静岡市葵区日出1-2
054-252-8910
静岡市葵区日出町1-2 TOKAI日出町ビ
ル7階
054-254-0257

ﾄ726 東京優芳園 株式会社

東京都新宿区新宿一丁目5番6号 御苑ビル

03-6380-1848

岐阜農場

岐阜県中津川市中川町4番43号

0573-66-6111

ﾄ727 東芝インフラシステムズ 株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

044-331-0880

静岡支店

静岡市葵区追手町3番11号

054-273-4515

ﾄ728 東芝エレベータ 株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

044-331-7100

静岡支店

静岡市駿河区稲川2-1-1

054-284-4983

ﾄ729 東名興産 株式会社

浜松市北区引佐町金指748番地

053-542-2311

ﾄ730 株式会社 東海ビルエンタープライズ

焼津市東小川2丁目5番32号

054-629-7221

ﾄ731 株式会社 トーショー

東京都大田区東糀谷3丁目13番7号

03-3745-1333

静岡営業所

静岡市清水区八坂北1丁目13番3号

054-361-1611

ﾄ732 株式会社 東京ディエスジャパン

東京都台東区柳橋2-16-20

03-3863-7911

静岡店

静岡市駿河区高松1837-6

054-236-6000

ﾄ733 株式会社 東海チャートプロダクツ

愛知県名古屋市千種区今池一丁目6番3号

052-732-8271

ﾄ734 株式会社 トップ

静岡市清水区鳥坂245

054-349-1100

ﾄ735 株式会社 トーヨー

静岡市駿河区高松1丁目15-36

054-238-1040

ﾄ736 株式会社 トータルメディア開発研究所

東京都千代田区紀尾井町3-23
03-3221-5558
愛知県知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ28番
地の1
0562-83-3880

ﾄ737 トーエイ 株式会社

静岡営業所

静岡市葵区呉服町1丁目1番14号

054-251-1287

静岡営業所

熱海市伊豆山字前鳴沢792番地の１

0557-88-2729

078-222-9700
株式会社 東海道シグ
マ
静岡市葵区御幸町8番地の1

054-272-0072

ﾄ738 株式会社 東海消防機材商会

沼津市市道町18番地の2

055-963-1038

ﾄ739 株式会社 東洋食品

東京都台東区東上野一丁目14番4号

03-3836-1291

ﾄ740 株式会社 トーケミ

大阪府大阪市淀川区田川北1-12-11

06-6301-3141

ﾄ741 株式会社 トリアド工房

東京都八王子市大塚636番地の2

042-675-2696

ﾄ742 東光ガード 株式会社

静岡市駿河区西島613番地の1

054-283-1991

ﾄ743 東洋計器 株式会社

長野県松本市和田3967-10

0263-48-1121

ﾄ744 トヨタ緑産 株式会社

袋井市村松19番地の6

0538-44-0400

ﾄ745 株式会社 TOKAIケーブルネットワーク

静岡県沼津市寿町8番28号

055-922-4701

ﾄ746 株式会社東洋アクアテック

神奈川県相模原市中央区清新8-9-17

042-758-5580

ﾄ747 東海リース 株式会社

大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号

06-6352-0011

ﾄ748 株式会社 ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8

054-254-3881

ﾄ749 株式会社 トモノ商会

054-262-6766

ﾄ750 有限責任監査法人トーマツ

静岡市葵区瀬名7丁目29-20
東京都千代田区丸の内３丁目２番３号丸の内
二重橋ビルディング

ﾄ751 株式会社 東和エンジニアリング

東京都千代田区東神田1-7-8

03-5833-8300

ﾄ752 トーテックアメニティ 株式会社

愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号

052-533-6900

ﾄ753 株式会社 トーカイ

岐阜県岐阜市若宮町9丁目16番地

058-263-5111

ﾄ754 東海体育指導 株式会社

神奈川県平塚市真田四丁目39番38号

0463-58-7022

ﾄ755 株式会社 トヨタレンタリース浜松

浜松市中区西浅田2-6-43

053-444-3911

ﾄ756 株式会社 トミス

東京都渋谷区代々木2-15-5

03-3370-6107

ﾄ757 東海理機 株式会社

静岡市葵区大岩二丁目14番20号

054-246-5363

ﾄ758 ドリコ株式会社

東京都中央区日本橋2-13-10

03-6262-1421

ﾄ759 株式会社 東洋検査センター

伊豆の国市田京151-6

0558-76-3459

ﾄ760 株式会社東光コンサルタンツ

東京都豊島区東池袋4-41-24

03-5956-5506

ﾄ761 株式会社 東計電算

神奈川県川崎市中原区市ノ坪150

044-430-1311

ﾄ762 株式会社 特種東海フォレスト

島田市金谷東1丁目753番地の1

0547-46-1552

ﾄ763 トータルセキュリティＳＰ 株式会社

静岡市清水区楠新田64

054-376-4331

ﾄ764 東興産業 株式会社

東京都千代田区岩本町一丁目10番5号

03-3862-5921

ﾄ765 ＤＯＷＡ通運 株式会社

岩手県奥州市水沢佐倉河字中田69番地1
東京都豊島区南池袋2-26-5アイ・アンド・イー
池袋ビル6階

0197-25-5353

ﾄ766 株式会社トータルシティービル管理

静岡営業所

静岡市駿河区中島1327番地の1

054-280-6799

中部営業部

愛知県名古屋市昭和区広路通6-12

052-752-2511

静岡営業所

静岡市駿河区宮竹1-18-15 豊ハイツ
106

054-687-0022

静岡営業所

静岡市葵区日出町1番地の2

054-254-0205

静岡営業所

静岡市駿河区南町18-1

054-266-7570

静岡営業所

静岡市駿河区小鹿913-3

054-654-2833

東京営業所

東京都千代田区岩本町一丁目10番5号 03-3863-1191

東海支店

静岡市葵区栄町1-5ホーメスト静岡ビル
6階
054-254-1960

03-6213-1000

03-3980-3950

ﾄ767 株式会社TOIL

愛知県一宮市北方町北方字西金丸13番地17

0586-64-8583

ﾄ768 トヨタユナイテッド静岡 株式会社
静岡市葵区長沼611
株式会社 トータル・リアルティ・アドバイザー
ﾄ769 ズ
東京都港区赤坂3-21-21 ｻﾝﾜｯﾄ渡邊ﾋﾞﾙ6階

054-261-2000

法人営業部

静岡市駿河区小黒2-2-6

054-204-2965

岡山工場

岡山県倉敷市南畝4丁目1番1号

086-455-7154

ﾅ701 中日本航空 株式会社

静岡市駿河区小黒1-8-20
054-263-8180
東京都千代田区霞が関3丁目7番1号 霞が関
東急ﾋﾞﾙ
03-3501-7721
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜2番
地
0568-28-4851

静岡支店

054-264-8211

ﾅ702 株式会社 ナカムラ消防化学

長崎県大村市平町1933番地

0957-52-1617

東京営業所

ﾅ703 株式会社 ナカノアイシステム

新潟県新潟市中央区鳥屋野432

025-284-2100

名古屋営業所

静岡市駿河区池田864番地
東京都葛飾区小菅4-21-7 吉田第2ビ
ル104
愛知県名古屋市緑区大将ヶ根2丁目
1043番地 ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝNARUMI５０２

ﾅ704 株式会社 中西製作所

大阪府大阪市生野区巽南5-4-14

06-6791-1111

静岡営業所

静岡市駿河区泉町8-3-102

054-202-5671

ﾅ705 長瀬ランダウア 株式会社

茨城県つくば市諏訪C22街区1

029-839-3322

ﾅ706 株式会社 内藤ハウス

山梨県韮崎市円野町上円井3139

0551-27-2131

静岡営業所

静岡市葵区清閑町4-9

054-255-1415

ﾅ707 中日本バンリース 株式会社

静岡市清水区入船町11番1号

054-354-5331

ﾅ708 株式会社 中村製作所

千葉県松戸市小山510

047-330-1111

静岡支社

ﾅ709 ナカバヤシ 株式会社

大阪府大阪市中央区北浜東1番20号

06-6943-5555

名古屋支店

静岡市清水区宮加三660
054-335-6271
愛知県名古屋市熱田区一番二丁目2番
6号
052-661-3771

ﾅ710 株式会社 南信サービス

長野県下伊那郡松川町元大島2715番地43

0265-36-4544

ﾅ711 株式会社 中松

静岡市駿河区宮竹二丁目3番1号

054-237-6291

ﾅ712 長島食品 株式会社

静岡市葵区羽鳥本町4-28

054-277-2905

ﾅ713 長野ポンプ 株式会社

石川県金沢市浅野本町ロ145番地

076-252-4336

東京営業所

東京都千代田区外神田五丁目5-11 小
西ビル1階
03-5812-4021

ﾅ714 中日本産業 株式会社

岐阜県岐阜市薮田南5丁目13番4号

058-274-7789

ﾅ715 中日本オート・ドア 株式会社

静岡市駿河区東新田1-14-25

054-259-0123

ﾅ716 長田広告 株式会社

愛知県津島市東柳原町五丁目5番地1

0567-26-5251

ﾅ717 ナカシャクリエイテブ 株式会社

愛知県名古屋市天白区野並2-213

052-895-1132

浜松営業所

浜松市北区細江町気賀7598-1

053-523-0330

ﾅ718 長島鋳物 株式会社

埼玉県川口市仲町2-19

0480-58-2211

豊橋営業所

愛知県豊橋市御園町6-8

0532-55-3951

ﾅ719 内外地図株式会社

03-3291-0338

ﾅ720 株式会社 ナガワ

東京都千代田区神田小川町3-22
東京都千代田区丸の内1-4-1永楽ビルディン
グ22階

静岡営業所

静岡市駿河区広野3-16-8

054-268-6600

ﾆ601 有限会社 庭粧

藤枝市駿河台5丁目1-1

054-645-0680

ﾆ602 日本キャタピラー 合同会社

東京都中野区本町1丁目32番2号

03-5334-5666

ﾄ770 株式会社 トヨタレンタリース静岡
ﾄ771 東京製鐵 株式会社

03-5575-7505

03-5288-8666

日本キャタピラー合同
会社
藤枝市水守2丁目1番地の2

03-5680-6823
052-626-1280

054-641-6111

ﾆ603 株式会社 日本テクノ

静岡市駿河区西脇611番地の1

054-287-6331

ﾆ604 肉のきく川

藤枝市本町4-2-5

054-643-8191

ﾆ605 肉のえびなや

藤枝市茶町1-1-39

054-643-2916

ﾆ701 株式会社 日消機械工業

焼津市道原704-3

054-623-2211

ﾆ702 日本機械工業 株式会社

東京都八王子市中野上町二丁目31番1号

042-622-7281

ﾆ703 日本空調サービス 株式会社

名古屋市名東区照が丘２３９番２

052-773-2511

ﾆ704 日鉄環境エネルギーソシューション株式会社 福岡県北九州市戸畑区大字中原46番地59
ﾆ705 日本カルミック 株式会社

藤枝営業所

本社営業部
静岡支店 静岡営業
所

藤枝市藤岡5-21-15

054-643-7060

東京都八王子市中野上町2丁目31番1
号

042-622-8899

静岡市駿河区中島771-1

054-266-9190

093-588-7361

ﾆ706 株式会社 日水コン

東京都千代田区九段南1-5-10
03-3230-6753
東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スク
エアタワー
03-5323-6200

静岡事務所

ﾆ707 日東カストディアル・サービス 株式会社

東京都板橋区中丸町14番1号

03-3530-1341

静岡支店

静岡市葵区鷹匠3丁目7番25号 百小屋
ビル
054-200-6745
静岡市葵区伝馬町24番地の2 相川伝
馬町ビル6Ｆ
054-272-6611

ﾆ708 株式会社 日本インシーク

大阪府大阪市中央区南本町三丁目6番14号

06-6282-0310

静岡営業所

静岡市駿河区南町14-25

054-280-6360

ﾆ709 日本エンヂニヤ 株式会社

愛知県長久手市下川原15-1

0561-62-3611

ﾆ710 株式会社 日展

大阪府大阪市北区万歳町3番7号

06-6362-2210

東京支店

東京都台東区東上野6-21-6

03-3847-2060

ﾆ711 日本産業廃棄物処理 株式会社

静岡市葵区牧ヶ谷2465番地

054-277-0373

ﾆ712 株式会社ニッコクトラスト

東京都中央区日本橋堀留町二丁目4番3号

03-6861-4451

ﾆ713 日本データカード 株式会社

東京都品川区大崎一丁目6番3号

0570-032-223

ﾆ714 日興電気通信 株式会社

053-439-1125

ﾆ715 日本ゼネラルフード 株式会社

浜松市北区大原町11番地
愛知県名古屋市中区千代田五丁目7番5号
パークヒルズ千代田

ﾆ716 NWU合同会社

静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー1F

052-243-6111
050-5866-6466
（携帯090-40883925）

ﾆ717 日管 株式会社

浜松市中区池町220-4

053-459-3000

焼津支店

焼津市八楠3-2-14

050-9012-2065

ﾆ718 ニチレキ 株式会社

東京都千代田区九段北4-3-29

03-3265-1511

静岡営業所

静岡県富士市厚原2266

0545-71-1030

ﾆ719 日本土地評価システム 株式会社

愛知県名古屋市中区大須四丁目11番50号

052-261-8331

ﾆ720 特定非営利活動法人 日本環境斎苑協会

神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6

044-270-0123

ﾆ721 日本連合警備 株式会社

島田市中河町8968番地の7

0547-36-1127

ﾆ722 株式会社 日本選挙センター

東京都千代田区神田神保町1-34

03-3294-5251

ﾆ723 日将 株式会社

静岡市葵区長沼557-1

054-261-4588

ﾆ724 日通リース＆ファイナンス株式会社

東京都港区海岸一丁目14番22号

03-6734-8803

静岡営業所

静岡市葵区古庄二丁目20番38号

054-655-1333

ﾆ725 株式会社 日本水道設計社

東京都千代田区三番町1番地

03-3263-8431

静岡営業所

静岡市駿河区馬淵2丁目5-38

054-280-1411

ﾆ726 株式会社 日邦

愛知県岡崎市欠町字清水田20番地14

0564-25-3292

牧ノ原支店

菊川市小沢字柳谷145番5

0548-27-3581

ﾆ727 一般社団法人 日本家族計画協会

東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館

03-3269-4727

ﾆ728 日道工業 株式会社

静岡営業所

静岡市駿河区中島698-5

054-282-0573

ﾆ729 日本ステリ 株式会社

愛知県名古屋市中川区西日置2-3-5
052-265-7137
東京都千代田区神田錦町一丁目19番1号 神
田橋パークビル
03-3292-1610

ﾆ730 株式会社 日本ファイリングテクノ

東京都千代田区神田駿河台三丁目2番地

03-5294-3011

ﾆ731 株式会社 西日本環境

兵庫県神戸市長田区長田町7-3-2

078-643-2809

ﾆ732 有限会社日本一安い罠の店

大分県由布市挾間町来鉢2996番地2

097-583-6767

ﾆ733 株式会社 日本環境調査研究所

東京都新宿区西新宿6丁目24番1号

03-5322-2271

ﾆ734 ニッケン消毒 株式会社

静岡市駿河区小黒1丁目6番10号

054-283-2340

ﾆ735 日本理化サービス 株式会社

愛知県名古屋市千種区千種三丁目20番20号

052-733-3561

ﾆ736 有限会社 日本交通流動リサーチ

愛知県名古屋市名東区一社2丁目30番地 東
名グランドビル8階
052-753-3160

ﾆ737 日本国民食 株式会社

東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

03-6861-4499

ﾆ738 日本電気 株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

03-3454-1111

静岡支社

静岡市葵区黒金町3番地

054-254-4094

ﾆ739 日本電技 株式会社

東京都墨田区両国二丁目１０番４号

03-5624-1100

静岡支店

静岡市葵区竜南一丁目２番４８号

054-248-0371

ﾆ740 日興通信 株式会社

東京都世田谷区桜丘一丁目2番22号

03-5451-1717

静岡支社

静岡市葵区常磐町2丁目13番1号

054-255-7071

ﾆ741 株式会社 ニック

福岡県大野城市川久保三丁目1番23号

092-504-2489

ﾆ742 西日本電信電話 株式会社

大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82

06-4793-9111

静岡支店

静岡市葵区城東町5番1号

054-200-1469

ﾆ743 株式会社 日建設計総合研究所

東京都千代田区飯田橋二丁目18番3号

03-5259-6080

ﾆ744 一般財団法人 日本気象協会

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

03-5958-8179

中部支社

ﾆ745 株式会社 ニッコク

東京都港区六本木六丁目17番1号

03-5410-0129

名古屋支店

愛知県名古屋市北区水草町一丁目21
番5号
愛知県名古屋市北区彩紅橋通2丁目5
番地

ﾆ746 日本調理機 株式会社

東京都大田区東六郷三丁目15番8号

03-3738-8259

浜松営業所

浜松市東区天王町710番地

053-423-0300

ﾆ747 日機装 株式会社

東京都渋谷区恵比寿4-20-3

03-3443-3711

牧之原市静谷498-1

0548-51-0792

ﾆ748 日本貨物鉄道 株式会社

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番8号

静岡営業所
鉄道ロジスティクス本
050-2017-4047 部 営業部

ﾆ749 株式会社 日本環境工学設計事務所

東京都千代田区岩本町三丁目11番15号

03-5829-6133

静岡事務所

静岡市葵区吉野町4-7

050-6875-6544

ﾆ750 株式会社 日本防災システム

島田市中河町8968番地の7

0547-35-2001

ﾆ751 株式会社 西原環境

東京都港区海岸3-20-20

03-3455-4441

静岡営業所

駿東郡長泉町桜堤3-5-5

055-988-3236

ﾆ752 日本無線 株式会社

東京都三鷹市牟礼六丁目21番11号

0422-45-9183

静岡営業所

静岡市清水区島崎町6番29号

054-353-0138

株式会社 日本ファイ
リングテクノ
千葉県柏市明原2-2-22

04-7144-2391

静岡営業所
静岡市駿河区西島352-5
054-203-5811
有限会社 日本交通
流動リサーチ 静岡支 静岡県島田市金谷東1-1029-9 鈴木ア
店
パート101号室
0547-77-0116

052-912-1153
052-914-3516

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番8号 050-2017-4047

ﾆ753 日本会計コンサルティング 株式会社

東京都港区東新橋一丁目5番2号

03-6686-8629

ﾆ754 日本オーチス・エレベータ 株式会社

東京都文京区本駒込二丁目28番8号

03-5981-0300

静岡支店

ﾆ755 日本光電工業 株式会社

東京都新宿区西落合1丁目31番4号

03-5996-8000

南関東支店

ﾆ756 日本情報産業 株式会社

東京都渋谷区渋谷3丁目1番4号

03-3409-9411

東海支社

静岡市葵区常磐町二丁目13番1号
054-254-9501
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークノーススクエアI 2
階
045-333-9119
浜松市中区常盤町145-1 大樹生命浜
松ビル
053-452-7411

ﾆ757 株式会社 日本メディカ

東京都日野市高橋507-4-413

03-5388-9515

ﾆ758 日本工営 株式会社

東京都千代田区麹町5-4

03-3238-8320

静岡事務所

静岡市葵区東静岡1-1-39

054-655-7444

ﾆ759 日本トータルテレマーケティング 株式会社

東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号

03-6730-0001

ﾆ760 株式会社 日本ウォーターテックス

埼玉県幸手市緑台一丁目19番11号

0480-43-3601

ﾆ761 日本原料 株式会社

神奈川県川崎市川崎区東田町1-2

044-222-5555

ﾆ762 日本事務器 株式会社

東京都渋谷区本町3-12-1

050-3000-1500 静岡支店

静岡市葵区黒金町11-7

050-3000-1670

ﾈ701 ネットワーク 株式会社

浜松市東区篠ケ瀬町554-4

053-423-2400

ﾈ702 Next-I株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅二丁目35番22号

052-446-7311

愛知県名古屋市中村区名駅二丁目35
番22号

052-446-5305

ﾉ701 野村電気保安管理事務所

焼津市小土889-7

054-270-8008

ﾉ702 野村興産 株式会社

東京都中央区日本橋堀留町2-1-3

03-5695-2530

ﾉ703 株式会社 乃村工藝社

東京都港区台場2丁目3番4号

03-5692-1171

ﾉ704 能美防災 株式会社

東京都千代田区九段南4-7-3

03-3265-0211

静岡支社

ﾊ701 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社

大阪市中央区城見二丁目1番61号

06-6910-0131

中部支店

ﾊ702 有限会社 バックヤード

島田市中溝町1651番地の3

0547-33-7001

ﾊ703 株式会社 畠山ポンプ製作所

沼津市東間門2丁目1番地の5

055-962-1838

ﾊ704 萩森物流 株式会社

山口県宇部市大字東須恵ろ一・3926の5

0836-41-7546

ﾊ705 ハーベストネクスト 株式会社

横浜市保土ヶ谷区岩間町二丁目１２０番地

045-336-1120

ﾊ706 株式会社 阪神計器製作所

兵庫県尼崎市神田中通四丁目163番地

06-6411-2590

関東支店

ﾊ707 葉隠勇進株式会社

東京都港区芝四丁目13-3 ＰＭＯ田町東１０F

03-3457-3000

中部支店

ﾊ708 株式会社 ハートコーポレイション

茨城県水戸市中央2丁目6番10号

029-226-8010

横浜支社

ﾊ709 株式会社 パスコ

東京都目黒区下目黒一丁目7番1号

03-5435-3562

静岡支店

ﾊ710 パーソルテンプスタッフ 株式会社

東京都渋谷区代々木二丁目1番1号

03-6362-7904

静岡オフィス

静岡市駿河区南町11番1号
054-289-5580
静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命静岡
駅前ビル2階
054-271-8110

ﾊ711 株式会社 濱村屋

静岡市葵区流通センター5番8号

054-263-2241

島田営業所

島田市湯日12-1

名古屋支店

静岡市葵区長沼2丁目16番10号
054-340-0013
愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目7
番55号
052-563-1161

東京都港区芝四丁目6番14号
愛知県名古屋市中区大須一丁目35番
18号 一光大須ビル２F
神奈川県横浜市中区長者町5-51-1
503

03-5419-7481
052-746-9215
045-250-4410

0547-39-7500

ﾊ712 パシフィックコンサルタンツ 株式会社

東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

03-6777-3561

ﾊ713 株式会社 ハクトートータルサービス

長野県上伊那郡南箕輪村8362番地4

0265-78-8340

ﾊ714 株式会社 浜名湖国際頭脳センター

浜松市中区和地山三丁目1番7号

053-416-4000

ﾊ715 株式会社 パソナ

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

03-6734-1143

ﾊ716 浜田工業 株式会社

神奈川県横浜市緑区長津田町4805番地

045-921-6500

ﾊ717 長谷川体育施設 株式会社

03-3422-5331

ﾊ718 バイザー 株式会社

東京都世田谷区太子堂1-4-21
愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目14番19
号

ﾊ719 浜名梱包輸送 株式会社

浜松市浜北区新堀70番地の6

053-587-8585

ﾊ720 パブリック技建株式会社

浜松市西区伊佐地町2790-1

053-485-5207

ﾊ721 一般社団法人 浜松市薬剤師会

浜松市中区鴨江2-11-2

053-455-2976

ﾊ722 株式会社 ハローＧ

焼津市石津中町17-12
054-623-8686
大阪府大阪市住之江区北加賀屋三丁目2番18
号
06-6681-1900

静岡事務所

静岡市葵区日出町1番2

054-252-5868

パソナ・静岡

静岡市駿河区南町18-1

050-3684-0135

静岡営業所

静岡市葵区南安倍1-3-10

054-205-3651

浜松環境衛生研究所 浜松市南区増楽町1132-4

053-445-2988

052-485-7870

ﾊ723 株式会社 阪神マテリアル
パナソニックシステムソリューションズジャパ
ﾊ724 ン 株式会社
東京都中央区銀座八丁目21番1号

03-5148-5469

ﾊ725 HARVEY 株式会社

050-5433-3090

ﾊ726 株式会社 パースジャパン

愛知県名古屋市昭和区阿由知通1-5-3
東京都文京区本郷5-26-4 東京クリスタルビ
ル

ﾋ601 株式会社 ひかり設備

静岡県藤枝市田沼3丁目23-30

054-689-5511

ﾋ701 日之出水道機器 株式会社

福岡市博多区堅粕5-8-18

092-476-0777

ﾋ702 ビーム計画設計 株式会社

岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目30番地

058-271-9111

ﾋ703 株式会社ヒラテ技研

愛知県犬山市字西浦38番地の4

0568-67-0444

ﾋ704 株式会社 日吉

滋賀県近江八幡市北之庄町908

0748-32-5111

ﾋ705 株式会社 日立ビルシステム

東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地

03-3295-1211

ﾋ706 Ｈｉｔｚ環境サービス 株式会社

神奈川県川崎市川崎区南町1番1

044-200-0022

ﾋ707 株式会社 日立国際電気

東京都港区西新橋二丁目15番12号

ﾋ708 株式会社 ビー・エム・エル

中日本社

愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番
11号

052-959-3262

静岡営業所

静岡市葵区東千代田3-8-33

052-726-8067

静岡事務所

静岡県静岡市清水区入船町1-10

054-376-5030

中部支社

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番
4号
052-583-1801

03-5510-5931

静岡営業所

静岡市葵区黒金町59番地の7

050-3383-0180

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番3号

03-3350-0111

静岡営業所

静岡市駿河区高松2-26-5

054-237-8090

ﾋ709 ヒダ 株式会社

静岡市葵区柚木570番地

054-265-2226

ﾋ710 日立造船 株式会社

大阪府大阪市住之江区南港北一丁目7番89号 06-6569-0001

東京本社

東京都品川区南大井六丁目26番3号

03-6404-0831

ﾋ711 株式会社 ビーコンラーニングサービス

東京都中央区日本橋茅場町二丁目2番1号

03-6231-1670

ﾋ712 株式会社 ＢＳＮアイネット

新潟県新潟市中央区米山二丁目5番地1

025-243-0211

03-3814-6838

ﾋ713 株式会社 ヒラカワ

大阪府大阪市北区大淀北1丁目9番36号

06-6458-8687

中部支店

ﾋ714 株式会社 日立システムズ

東京都品川区大崎一丁目2番1号

03-5435-7777

中部支社

愛知県名古屋市北区黒川本通2丁目17
番地 （黒川ガスプラザ1F)
052-919-7151
愛知県名古屋市中区栄一丁目24番15
号
052-203-1141

ﾋ715 表示灯 株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番11号

052-307-6633

静岡支店

静岡市葵区黒金町11番7号

054-273-2611

ﾋ716 ヒューマンリソシア 株式会社

東京都新宿区西新宿七丁目5番25号

03-6863-9962

ﾋ717 株式会社 病院システム

東京都豊島区目白2-16-19

03-5396-3921

ﾌ601 藤枝市緑化事業 協同組合

藤枝市岡出山2丁目12番1号

054-644-7764

ﾌ602 有限会社 フォワード

藤枝市下当間53-3

054-645-1455

ﾌ603 株式会社 藤枝事務器商会

藤枝市緑町2丁目2-8

054-641-3154

ﾌ604 藤枝環境整備事業 協同組合

藤枝市谷稲葉137番地の1

054-647-2700

ﾌ605 株式会社 藤衛

藤枝市花倉446-1

054-648-1119

ﾌ606 株式会社 フジエダロード

藤枝市宮原779番地

054-639-0799

ﾌ607 株式会社 フジタインテリア

藤枝市藤岡3丁目8番4号

054-638-2461

ﾌ608 株式会社 フューチャーイン

愛知県名古屋市千種区内山二丁目6番22号

052-732-8021

藤枝中央営業所

藤枝市高柳2150-2

054-270-3880

ﾌ609 株式会社 フジヤマ

浜松市中区元城町216番地の19

053-454-5892

藤枝営業所

藤枝市志太5丁目6番7号

054-645-8800

ﾌ610 富士物産 株式会社

藤枝市内瀬戸1381-1

054-643-2121

ﾌ701 扶桑電通 株式会社

東京都中央区築地5-4-18

03-3544-7211

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン
ﾌ702 株式会社
東京都江東区豊洲二丁目2番1号
03-6630-8000
東京都港区虎ノ門三丁目22番1号 虎ノ門桜ビ
ﾌ703 フジ産業 株式会社
ル
03-3434-8901

静岡市駿河区南町11-1 静銀・中京銀
静岡営業所
静岡駅南ビル５Ｆ
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
静岡市葵区常磐町二丁目13番1

054-202-0077

054-255-4431

静岡支店

駿東郡長泉町下土狩474-10

055-986-1681

静岡市駿河区南町18番1号
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目8
番11号

054-203-0016

052-459-3435

ﾌ704 株式会社 藤江

東京都墨田区両国1-10-7

03-5625-5811

ﾌ705 富士通リース 株式会社

東京都千代田区神田練塀町3番地

03-5843-6301

静岡支店

ﾌ706 富士フｲルムメディカル 株式会社

東京都港区西麻布2丁目26番30号

03-6419-8000

南関東支社

ﾌ707 株式会社フクシ・エンタープライズ

東京都江東区大島一丁目9番8号

03-3681-0294

ﾌ708 株式会社 ファノバ

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番２-1200号

06-6344-0540

ﾌ709 富士産業 株式会社

大阪府大阪市住之江区南港北二丁目1番10号 06-4703-2345

名古屋支店

名古屋市中村区椿町１番１６号
愛知県名古屋市西区城西四丁目5番4
号

ﾌ710 富士電機 株式会社

東京都品川区大崎一丁目11番2号

03-5435-7111

神奈川県川崎市高津区末長3丁目3番17号

044-866-1111

静岡市葵区栄町3番1
愛知県名古屋市名東区猪高台1丁目
1315番地

054-255-7623

ﾌ711 株式会社 富士通ゼネラル

静岡営業所
中部情報通信ネット
ワーク営業部

ﾌ712 藤吉工業 株式会社

愛知県名古屋市中村区太閤4-2-8

052-451-8261

浜松支店

浜松市東区薬師町5

053-422-3531

処理施設

045-471-5552

052-528-5678

052-775-2361

ﾌ713 富士フイルムシステムサービス 株式会社

東京都板橋区坂下一丁目19番1号

03-5994-2600

公共事業本部 首都
圏支店

東京都板橋区坂下一丁目19番1号

03-6454-5601

ﾌ714 フジ地中情報 株式会社

東京都港区海岸三丁目20番20号

03-6891-6600

静岡営業所

静岡県静岡市駿河区中田本町56-32

054-202-8900

ﾌ715 株式会社 福島製作所

福島県福島市三河北町9－80

024-534-3146

東京都大田区大森北1-5-1

03-5767-6540

ﾌ716 文化シヤッターサービス 株式会社

東京都豊島区西巣鴨四丁目14番5号

03-5980-3160

東京営業所
静岡サービスステー
ション

静岡市葵区川合3-11-14

054-261-5664

ﾌ717 富士建設工業 株式会社

新潟県新潟市北区島見町3307番地16

025-255-4161

ﾌ718 不二総合コンサルタント 株式会社

浜松市北区初生町889番地の2

053-439-6111

ﾌ719 富士ロードサービス 株式会社
ﾌ720 株式会社 フィリップス・ジャパン

富士市依田橋388番地の1
0545-32-0730
東京都港区港南二丁目13番37号 フィリップス
ビル
0120-556-494

ﾌ721 株式会社プロテック

兵庫県西宮市室川町12番3号

0798-72-3555

ﾌ722 株式会社 フード・デリ

焼津市下江留1001番地の1

054-664-1515

ﾌ723 フクダライフテック横浜 株式会社

神奈川県横浜市港北区新羽町905

045-541-2223

静岡営業所

静岡市駿河区中島347

054-287-1919

ﾌ724 株式会社 フシミ

静岡市清水区八木間町782

054-369-4543

ﾌ725 特定非営利活動法人 ブックスタート

03-5228-2891

ﾌ726 フェイスメディカル株式会社

東京都新宿区新小川町5-19 角田ﾋﾞﾙ3階
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタ
ワー3階

ﾌ727 フクダ電子神奈川販売 株式会社

神奈川県横浜市港北区新羽町905

045-717-6175

静岡営業所

静岡市駿河区中島347

054-283-6211

ﾌ728 復建調査設計 株式会社

広島県広島市東区光町2-10-11

082-506-1811

東京支社

東京都千代田区岩本町3丁目8-15

03-5835-2631

ﾌ729 富士テクノロジーサービス株式会社

静岡市駿河区八幡5丁目16番3号

054-204-2031

ﾌ730 福井コンピュータ株式会社

福井県坂井市丸岡町磯部福庄第5号6番地

0776-67-8860

中部営業所

ﾌ731 フジテコム 株式会社

東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 03-3862-3196

東京支店

愛知県名古屋市名東区藤里町441
052-775-6277
東京都千代田区神田佐久間町二丁目２
０番地
03-3865-2960

ﾌ732 富士通Japan株式会社

東京都港区東新橋一丁目5番2号

静岡支社

静岡市駿河区南町18番1号

054-203-1200

ﾌ733 富士ソフトサービスビューロ 株式会社
ﾌ734 株式会社 ブロードリンク

東京都墨田区江東橋二丁目19番7号
03-5600-1731
東京都中央区日本橋室町四丁目3番18号 東
京建物室町ビル8階
03-3516-8777

ﾌ735 双葉工業 株式会社

静岡市駿河区登呂6-5-51

054-282-1313

ﾌ736 フジテック 株式会社

東京都港区白金1-17-3

03-4330-8200

静岡支店

静岡市葵区御幸町4-1

054-255-3701

ﾌ737 株式会社 藤枝江﨑新聞店

藤枝市藤枝1-4-12

054-641-2140

ﾌ738 株式会社 フジマック

東京都港区南麻布1丁目7番23号

03-4535-2200

静岡営業所

静岡市葵区井宮町3-1 フジビル1Ｆ

054-651-2006

ﾍ701 平和機械 株式会社

愛知県名古屋市中区金山2丁目1番5号

052-332-1221

ﾍ702 ベルメディカルケア 株式会社

静岡市清水区松原町5番22号

054-355-5800

静岡営業所

静岡市清水区松原町5番22号

054-355-5801

03-6712-8971

03-6281-4111

ﾍ703 平和産業 株式会社

浜松市中区助信町24番22号

053-471-5158

ﾍ704 株式会社 ベネッセコーポレーション

岡山県岡山市北区南方三丁目7番17号

086-225-1100

ﾍ705 株式会社 ベネフィット・ワン

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

03-6870-3800

ﾍ706 平和製罐 株式会社

大阪府泉南市りんくう南浜3番17号

072-482-0100

ﾍ707 株式会社 ベルキャリエール

静岡市清水区相生町5-1

ﾎ701 墨東化成工業 株式会社

小中学校事業部

東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビ
ルディング
042-356-0127

054-354-3375

静岡支店

静岡市葵区栄町1-3

054-653-4806

群馬支店

群馬県太田市原宿町2900番地

0276-37-7211

ﾎ703 有限会社 鳳鳴

東京都墨田区千歳一丁目8番14号
03-3635-1111
埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目１６番地１
ACROSS８階
048-631-0230
兵庫県神戸市長田区若松町三丁目1番2号ｱｽ
ﾀﾋﾟｱ新長田駅前通り107の3号室
078-754-7200

浜松営業所

浜松市北区引佐町井伊谷3875-1

053-542-3578

ﾎ704 ポルティ株式会社

東京都中央区日本橋兜町5-1

03-5640-8733

ﾎ705 北海道地図 株式会社

北海道旭川市台場1条2丁目1番6号

0166-61-5531

静岡営業所

静岡市葵区栄町4番地8

054-273-3309

ﾎ706 株式会社 ポリグロットリンク

東京都台東区上野七丁目4番9号

03-6850-5933

ﾎ707 ホシザキ湘南 株式会社

神奈川県横浜市中区桜木町2-2-5

045-650-6121

島田藤枝営業所

島田市阿知ケ谷154-1

0547-33-0300

ﾎ708 株式会社 ホートクエクシン

静岡市駿河区聖一色83番地

054-262-5522

ﾎ709 ホーチキ 株式会社

東京都品川区上大崎二丁目10番43号

03-3444-4111

静岡支社

静岡市駿河区小黒2丁目3番3号

054-202-3811

ﾎ710 株式会社 朋電舎

焼津市越後島357

054-626-5111

ﾏ601 株式会社 マルタストアー

藤枝市田沼1-24-9

054-635-0432

ﾏ602 株式会社 丸川組

藤枝市緑町1丁目7番地の7

054-641-0342

ﾏ603 株式会社 松田屋

焼津市相川469-1

054-622-1445

藤枝営業所

藤枝市駅前1丁目16番16号

054-647-5200

ﾏ604 松林工業薬品 株式会社

静岡市駿河区馬渕1-10-19

054-285-0111

経営本部

藤枝市青葉町1-1-19

054-635-0111

ﾏ701 丸紅新電力 株式会社

東京都千代田区大手町一丁目4番2号

03-3282-4788

ﾏ702 丸徳商事有限会社

静岡市清水区鳥坂575番地

054-345-5173

ﾏ703 松本印刷 株式会社

榛原郡吉田町片岡2210

0548-32-0850

ﾏ704 有限会社 マーク

浜松市西区入野町16115番地の15

053-482-8097

ﾏ705 株式会社 マキノ

静岡市清水区殿沢一丁目1番25号

054-334-6311

ﾏ706 マルマツレボ 株式会社

静岡県静岡市駿河区栗原6番25号

054-655-2320

ﾏ707 有限会社 松本装飾

静岡市駿河区西島1002-3

054-285-2286

ﾏ708 株式会社 前澤エンジニアリングサービス

埼玉県川口市仲町5-11

048-255-5560

横浜営業所

神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-9

045-475-2962

ﾏ709 株式会社 丸紅

島田市湯日1番地の1

0547-30-0357

ﾏ710 前澤工業 株式会社

埼玉県川口市仲町5-11

048-251-5511

横浜支店

神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目18
番地9
045-475-2960

ﾎ702 株式会社 ボーダーリンク

ﾏ711 松田産業 株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

03-5381-0720

ﾏ712 マイタウンサービス 株式会社

福岡県福岡市南区玉川町9番12号

092-408-5641

ﾏ713 マツダオートリース 株式会社

広島県広島市中区基町11番10号

082-511-8710

ﾏ714 丸一物産 株式会社

浜松市中区常磐町141-16

053-454-5401

ﾏ715 株式会社 松村電機製作所

東京都文京区根津2丁目12番1号

03-3821-6169

東京支店

東京都台東区池之端2丁目7番17号 井
門池之端ビル
03-3821-6161

ﾏ716 株式会社 丸菱行政地図

東京都台東区池之端2丁目5番41号

03-5815-4830

静岡営業所

静岡市葵区山崎1丁目21-7

ﾏ717 丸茂電機 株式会社

東京都千代田区神田須田町一丁目24番地

03-3252-0321

ﾏ718 丸硝 株式会社

岐阜県大垣市荒尾町674番地

0584-91-4756

ﾏ719 丸や焼津青果 株式会社

焼津市三ヶ名1100番地

054-628-4165

ﾏ720 株式会社 丸善グループ

岐阜県岐阜市則松2丁目12番地1

058-239-9671

ﾏ721 株式会社 マーク

岐阜県美濃加茂市森山町三丁目12番1号

0574-25-2755

ﾏ722 松下電気保安管理事務所

焼津市三右衛門新田50-1

054-624-4531

ﾏ723 松浦計量器 株式会社

静岡県浜松市北区都田町9636-10

053-428-0035

ﾐ701

島田市湯日28-1

0547-38-0259

ﾐ702

株式会社 ミヤムラ
三菱電機プラントエンジニアリング 株式会
社

東京都台東区東上野5丁目24番8号

03-5827-6480

ﾐ703

三菱電機ITソリューションズ 株式会社

東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー 03-5309-0600

ﾐ704

三重中央開発 株式会社

三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地

0595-20-1119

ﾐ705

三菱電機クレジット 株式会社

東京都品川区大崎一丁目6番3号

03-5496-9255

ﾐ706

株式会社 港公会計

東京都港区西新橋二丁目2番2号

03-6452-9079

ﾐ707

株式会社 ミナワ

静岡市葵区産女1060-1

054-295-9002

ﾐ708

静岡市葵区竜南三丁目12番24号

054-247-1211

ﾐ709

宮澤電池産業 株式会社
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
株式会社

東京都港区芝浦一丁目2番3号

03-6858-9203

ﾐ710

三菱プレシジョン 株式会社

東京都江東区有明三丁目5番7号

ﾐ711

三菱電機 株式会社

ﾐ712
ﾐ713

054-276-2800

静岡支社

静岡市駿河区南町14番25号
054-202-5610
東京都中野区本町1-32-2 ハーモニー
ライフサポート営業部 タワー
03-5309-0600

中部支店

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20
番9号

052-968-3412

03-5531-8060

中部支社

愛知県名古屋市中区丸の内3-21-31

052-961-3557

東京都千代田区丸の内2-7-3

03-3218-2115

静岡支店

静岡市駿河区南町14-25

054-202-0198

株式会社ミヨシ

大阪府大阪市浪速区桜川4-10-27

06-6721-0821

静岡営業所

浜松市中区佐藤2-24-1

053-464-1600

三井住友ファイナンス＆リース 株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目3番2号

054-255-6236

ﾐ714

みずほ東芝リース 株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目2番6号

03-5253-6760

ﾐ715

三菱マテリアル 株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

03-5252-5325

横瀬工場

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番
地

0494-23-4377

ﾐ716

株式会社 宮本工業所

富山県富山市奥田新町12番3号

076-441-2201

ﾐ717

三谷コンピュータ 株式会社

福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

0776-67-8005

ﾐ718

三井共同建設コンサルタント株式会社

静岡営業所

静岡市駿河区石田一丁目20-6

054-289-3170

ﾐ719

ミザック 株式会社

東京都品川区大崎一丁目11番1号
03-3495-1321
大阪府大阪市北区堂島浜1-46アクア堂島NBF
タワー17階
06-6344-2700

ﾐ720

三菱HCキャピタル 株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

03-6865-3000

浜松支店

浜松市中区伝馬町311番地の14

053-456-7718

ﾐ721

三菱電機ビルテクノサービス 株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目7番1号

03-5810-5300

中部支社 静岡支店

静岡市葵区紺屋町17-1

054-254-6381

ﾐ722

株式会社 ミダック

浜松市東区有玉南町2163

053-471-9361

ﾑ601 株式会社 向田工業所

藤枝市岡部町岡部1826番1

054-667-7000

ﾑ701 株式会社 村松商店

浜松市東区常光町188

053-431-0311

静岡支店

静岡市駿河区手越原233-2

054-259-8101

ﾑ702 株式会社 ムサシ

東京都中央区銀座8-20-36

03-3546-7711

静岡営業所

静岡市駿河区石田1-1-46

054-283-8815

ﾑ703 株式会社 ムサシエンジニヤリング

愛知県豊橋市植田町字関取60番地

0532-25-1231

静岡営業所

静岡市駿河区中吉田19番12号

054-208-0611

ﾒ601 株式会社 メディセオ

東京都中央区八重洲2丁目7番15号

03-3517-5050

藤枝支店

藤枝市前島1-13-17

054-637-0811

ﾒ701 メタウォーター 株式会社

東京都千代田区神田須田町一丁目25番地

03-6853-7300

静岡営業所

静岡市駿河区中野新田57番193

054-280-6671

ﾒ702 株式会社 明電エンジニアリング

東京都品川区大崎三丁目7-9

03-3490-7216

静岡支店

沼津市東間門字上中溝515番地

055-923-0334

ﾒ703 メルテック 株式会社

栃木県小山市大字梁2333番地29

0285-49-1080

ﾒ704 明電ファシリティサービス 株式会社

東京都品川区大崎2丁目8番1号

03-6420-7940

静岡支店

沼津市西沢田字八反田52

055-929-0339

ﾒ705 名北ワード 株式会社

岐阜県各務原市鵜沼羽場町5丁目176番地

058-370-1112

ﾒ706 株式会社 名豊

愛知県名古屋市中区松原二丁目2番33号

052-322-0071

ﾒ708 株式会社 メフォス

東京都港区赤坂2丁目23番1号

03-6234-7600

ﾒ709 株式会社 メディブレーン

大阪府大阪市中央区徳井町二丁目4番14号

06-6946-1128

ﾒ710 メディフォン 株式会社

東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル3階

03-6426-5451

ﾒ711 株式会社 メディカルランド

東京都江東区亀戸6丁目53番9号

03-5875-4328

ﾒ717 名菱電子 株式会社

愛知県日進市浅田町東前田38-23

052-809-1573

静岡支店

静岡市駿河区津島町13-28

054-269-4023

ﾓ601 モリタケ工芸 株式会社

藤枝市時ヶ谷394-8

054-641-8271

ﾓ701 株式会社 森田鉄工所

埼玉県幸手市大字上吉羽2100番地33

0480-48-0891

名古屋営業支店

愛知県名古屋市昭和区広路通1丁目12
番
052-856-0423

ﾓ702 森平舞台機構 株式会社

東京都台東区花川戸二丁目11番2号

03-3842-1621

ﾓ703 株式会社 望月商事

静岡市駿河区小黒2-8-8

054-286-0365

ﾓ704 株式会社 モリタ

兵庫県三田市テクノパーク1番地の5

079-568-7865

名古屋支店

名古屋市東区矢田南一丁目2番8号

ﾔ601 株式会社 ヤシロ

藤枝市大東町777-1

054-636-4305

ﾔ602 八百国商店

藤枝市藤枝5-6-39

054-641-1932

052-721-5331

ﾔ701 山本被服 株式会社

沼津市三枚橋町2-10

055-971-5533

静岡営業所

静岡市葵区安東2丁目8番1号

054-245-0313

ﾔ702 ヤマダユニア 株式会社

静岡県静岡市清水区上清水町3番19号

054-351-0567

ﾔ703 株式会社 八神製作所

愛知県名古屋市中区千代田二丁目16番30号

052-251-6669

静岡営業所

静岡市駿河区国吉田一丁目10番20号

054-655-1411

ﾔ704 株式会社 大和速記情報センター

東京都港区新橋5-13-1

03-5776-1155

名古屋営業所

愛知県名古屋市中区錦2-12-14

052-385-9030

ﾔ705 八千代エンジニヤリング 株式会社

東京都台東区浅草橋5丁目20番8号

03-5822-2900

静岡事務所

054-686-0610

ﾔ706 山崎産業 株式会社

静岡県浜松市東区有玉北町734番地

053-434-5251

静岡営業所

静岡市葵区栄町3-1
静岡県静岡市駿河区下川原2丁目3番
25号

ﾔ707 株式会社 八木繊維

富士市依田橋426-1

0545-31-0220

静岡支店

静岡市駿河区高松1丁目17番18号

054-236-5010

ﾔ708 株式会社 ヤマシタ

島田市中河737

0547-38-3570

静岡事業所

島田市中河737

0547-38-1515

ﾔ709 株式会社 ヤマモト

富士宮市山宮2344

0544-58-1780

ﾕ601 株式会社 ユニフォームセンター

藤枝市藤枝4丁目8-13

054-643-4686

ﾕ602 株式会社 ユービック

藤枝市高柳3-14-7

054-635-1756

ﾕ701 株式会社 ユニテック

静岡市葵区瀬名1丁目18番33号

054-264-1111

ﾕ702 株式会社 ユアーズ静岡

静岡市葵区千代田7-1-29

054-262-7000

ﾕ703 株式会社 ＵＲリンケージ

東京都江東区東陽二丁目4番24号

03-6803-6200

中部支社

愛知県名古屋市中区錦三丁目6番29号 052-957-1260

ﾕ704 株式会社 ユイテック

岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田2-43-2
058-322-3322
東京都千代田区富士見一丁目8番19号住友不
動産千代田富士見ビル2階
03-6284-2666

ﾕ705 ユニファ株式会社
ﾕ706 ユーロフィン日本総研株式会社

054-258-8938

ﾕ707 株式会社 ユニスマイル

静岡県浜松市南区西島町1622
053-425-7531
東京都千代田区神田練塀町68-1 ムラタヤビ
ル3階
03-5297-3221

ﾖ601 吉野電気保安管理事務所

藤枝市南駿河台3丁目6番13号

054-645-0785

ﾖ602 株式会社 ヨシダ

掛川市弥生町196番地

0537-24-2111

藤枝店

藤枝市水守2丁目2-10

054-646-2900

ﾖ701 吉田化成 株式会社

浜松市東区天龍川町1037番地の2

053-422-8800

静岡営業所

静岡市駿河区登呂5丁目21番27号

054-234-1151

ﾖ702 株式会社 横山事務器

静岡市駿河区南町1-13

054-285-4165

ﾖ703 横浜ウォーター 株式会社

神奈川県横浜市中区相生町6－113

045-651-6100

ﾖ704 株式会社 吉永

静岡市清水区駒越北町4番34号

054-334-1466

焼津支店

焼津市浜当目1042-23

054-620-9988

ﾗ601 株式会社 ランブル
ﾗ701 弁護士法人ライズ綜合法律事務所

藤枝市高洲74-5
054-256-5442
埼玉県さいたま市大宮区大門町1-1ミナトビル
5F
048-650-0001

ﾗ702 株式会社 ライズ

栃木県宇都宮市下岡本町2507-3

028-671-8122

静岡営業所

静岡市駿河区高松一丁目5-40 グリー
ンリーフ高松ＩＣ室
054-204-0585

ﾗ703 ランドブレイン 株式会社

東京都千代田区平河町1-2-10

03-3263-3811

静岡事務所

浜松市東区原島町478-6

053-411-3922

ﾗ705 ランスタッド 株式会社

東京都千代田区飯田橋二丁目1番4号日東九
段ビル6階
03-3288-0099
東京都千代田区紀尾井町4-1 ﾆｭｰｵｰﾀﾆｶﾞｰﾃﾞ
ﾝｺｰﾄ21階
03-5275-1871

ﾗ706 株式会社 ライフワーク

静岡市葵区有永町23番5号

054-247-3679

ﾗ707 ラボサービス株式会社

富士市鈴川西町14-38 コーポ石井202

0545-32-7200

ﾘ701 龍南運送 株式会社

大分県津久見市大字下青江3891番地

0972-82-5281

ﾘ702 株式会社 リィツメディカル

愛知県豊川市平井町東野地24番地3

0533-72-5210

ﾘ703 リコージャパン 株式会社

東京都港区芝3-8-2

03-6837-8800

ﾘ704 株式会社 両備システムズ

岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号

086-264-0113

ﾘ705 株式会社 流通研究所

神奈川県厚木市寿町一丁目4番3-2号

046-295-0831

ﾗ704 株式会社 ライズファクトリー

静岡支店

静岡市駿河区南町18-1 ｻｳｽﾎﾟｯﾄ静岡
1階
050-1742-8217

静岡営業所
静岡市駿河区有東2丁目15-18
マーケティング本部静
岡支社
MA第一営業部
静岡市駿河区さつき町5番37号

054-284-3709

中部支社

愛知県名古屋市西区牛島町6番1号

052-589-3271

静岡支店

054-283-0691

静岡営業所

静岡市駿河区中村町2番地の3
静岡市葵区黒金町59-7 ニッセイ静岡
駅前ビル9階

054-203-6801

ﾘ706 株式会社 リジオナル・プランニング・チーム 東京都新宿区四谷二丁目１１番地

03-5367-3590

ﾘ707 リコーリース 株式会社

東京都千代田区紀尾井町4番1号

03-6204-0700

ﾘ708 株式会社 りす医療器

静岡市葵区瀬名1丁目18番23号

054-277-9420

ﾘ709 菱和設備 株式会社

静岡市葵区清閑町14番5号

054-254-8321

ﾘ710 株式会社 理研グリーン
ﾘ711 理想科学工業 株式会社

東京都台東区東上野四丁目8番1号
03-6802-8301
東京都港区芝五丁目34番7号 田町センタービ
ル
03-5441-6602

ﾘ712 株式会社 リサイクル事業団

埼玉県吉川市大字加藤629番地1

048-983-6359

ﾘ713 株式会社 リサイクルクリーン

浜松市天竜区二俣町二俣41番地

053-925-1366

ﾘ714 株式会社リクルート

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

03-6835-3000

ﾘ715 株式会社 リサーチアンドソリューション

福岡県福岡市博多区上呉服町12-33

092-281-5729

東京本社

東京都渋谷区本町4-12-7 泉西新宿ビ
ル3F
03-6311-8356

ﾚ601 株式会社 レンタルのニッケン

東京都千代田区永田町二丁目14番2号

03-5512-7311

藤枝営業所

藤枝市兵太夫6番1号

054-636-8415

ﾚ701 株式会社 レクトン

東京都中央区新川1丁目17番25号

03-3551-5554

ﾚ702 株式会社 レッツ・コーポレーション

愛知県名古屋市中区丸の内2丁目6番10号

052-201-6230

ﾚ703 株式会社 ＬＥＯＣ

東京都千代田区大手町1-1-3

03-5220-8573

ﾛ701 ローレルバンクマシン 株式会社

東京都港区虎ノ門1-1-2

03-3502-3311

浜松営業所

浜松市中区中島1-3-1

053-443-8310

ﾜ701 ワールドウォーターバッグ 株式会社

06-6713-7465

ﾜ702 ワタキューセイモア 株式会社

大阪府大阪市東住吉区今川1丁目6-23
京都府綴喜郡井出町大字多賀小字茶臼塚12
番地の2

ﾜ703 早稲田システム開発 株式会社

東京都新宿区高田馬場4丁目40番17号

03-6457-8585

075-361-4130

名古屋支店静岡営業
所
沼津市上香貫槇島町1264-1

054-251-0570

055-933-0470

ﾜ704 株式会社 ワンビシアーカイブズ

東京都港区虎ノ門4-1-28

03-5425-5100

ﾜ705 有限会社 和光商会

島田市伊太2313-25

0547-35-3398

ﾜ706 YS KIT

浜松市南区楊子町491

053-522-9192

ﾜ707 株式会社 ワイズラボ

静岡県静岡市清水区蜂ヶ谷南町7-28-1

054-376-4433

名古屋支店

愛知県名古屋市東区東桜1-3-10

052-954-9050

