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物品中日本航空（株）岐阜支店 支店長　美濃島優4003
なかにほんこうくうぎふしてん 058-254-8733

岐阜県岐阜市長住町９丁目１１番地

物品中央電子光学（株）廣見支店 支店長　西部祐次4004
ちゅうおうでんしこうがくひろみしてん 0574-63-4132

岐阜県可児市広見２－６０

物品（有）西濃選挙サービス 代表取締役　林靖人4005
せいのうせんきょさーびす 0584-74-7509

岐阜県大垣市東町１丁目２１５番地４

物品（有）イワコシ 代表取締役　岩越祥次4006
いわこし 058-272-5818

岐阜県岐阜市八坂町１４番地

物品（株）橋本 代表取締役　橋本和彦4007
はしもと 0574-63-1111

岐阜県可児市下恵土２３３番地１

物品（有）アスプランニング 代表取締役　安藤久美子4008
あすぷらんにんぐ 058-323-8955

岐阜県本巣郡北方町曲路３－１

物品アルフレッサ（株）美濃加茂支店 支店長　藤田厚実4009
あるふれっさ 0574-25-4451

岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋字石塚３５０１番地７

物品（株）技研サービス 代表取締役　棚橋泰之4010
ぎけんさーびす 058-271-3141

岐阜県岐阜市宇佐南二丁目６番２０号

物品（株）ヤクルト東海名古屋営業所 所長　小栗美奈子4011
やくるととうかい 0561-72-8960

愛知県日進市北新町北鶯９０番３号

物品日本ガード（株） 代表取締役　不破欣昭4012
にほんがーど 058-274-0110

岐阜県岐阜市茜部中島２－６６－６

物品（株）ぎょうせい東海支社 支社長　原川善郎4013
ぎょうせいとうかいししゃ 052-231-0331

名古屋市中区錦３丁目１０番３３号

物品理研産業（株）岐阜支店 支店長　加古義伸4014
りけんさんぎょうぎふしてん 058-277-5818

岐阜県岐阜市宇佐南１丁目１番１３号

物品恵北ビル管理（株） 代表取締役　三井正巳4017
けいほくびるかんり 0573-66-2823

岐阜県中津川市手賀野２６３番地１１

物品朝日電気工業（株）東農営業所 所長　西尾一男4018
あさひでんきこうぎょうとうのうえいぎょうしょ 0572-56-5580

岐阜県土岐市泉西山町一丁目１６番地２号

物品バイザー（株） 代表取締役　井上正巳4019
ばいざー 052-485-7870

愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号

物品（株）富士 代表取締役　貝原秀哉4020
ふじ 058-274-8182

岐阜県岐阜市加納清野町３４番地
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物品（株）ライム 代表取締役　鈴村兼利4021
らいむ 0574-72-2727

岐阜県加茂郡白川町三川１２７１番地の１

物品丸ス産業（株） 代表取締役　藤井紳二4022
まるすさんぎょう 0574-72-1318

岐阜県加茂郡白川町三川１２７０番地

物品（一財）岐阜県市町村行政情報センター 理事長　塩澤務4023
ぎふけんしちょうそんぎょうせいじょうほうせんたー 058-272-6821

岐阜県岐阜市六条南２丁目１１番１号

物品日章産業（株） 代表取締役　渡邊圭子4025
にっしょうさんぎょう 0572-21-3737

多治見市栄町１－６－１

物品岐阜日野自動車（株）美濃加茂支店 支店長　舩江武4026
ぎふひのじどうしゃみのかもしてん 0574-26-2161

岐阜県美濃加茂市深田町３－９－２２

物品松菱産業（株） 代表取締役　松浦祐一郎4027
まつびしさんぎょう 0572-23-1755

多治見市池田町１０丁目１３番地

物品富士電機ＩＴソリューション（株）岐阜支店 支店長　高嶋ーニ4028
ふじでんきあいていそりゅーしょんぎふしてん 058-266-7621

岐阜市吉野町６－１６

物品（株）総合保健センター 代表取締役　市原壽4029
そうごうほけんせんたー 0574-63-7703

岐阜県可児市川合１３６番地８

物品（株）北村防災 代表取締役　北村真澄4033
きたむらぼうさい 0581-52-2506

岐阜県山県市青波７０５－２

物品（一財）岐阜健康管理センター 代表理事　山田彰4034
ぎふけんこうかんりせんたー 0574-25-2982

岐阜県美濃加茂市西町１丁目２９２番地

物品（株）マーク 代表取締役　金指忠久4037
まーく 0574-25-2755

岐阜県美濃加茂市森山町三丁目１２番１号

物品三菱電機ビルテクノサービス（株）中部支社岐阜支店 支店長　水野利一4038
みつびしでんきびるてくのさーびすちゅうぶししゃぎふしてん 058-253-8271

岐阜県岐阜市橋本町二丁目２０番地

物品（株）エヌ・イーサポート名古屋支店 支店長　森本敦士4039
えぬいーさぽーとなごやしてん 052-485-9351

愛知県名古屋市中村区城主町２丁目２６番２

物品三菱ふそうトラック・バス（株）東海ふそう 岐阜支店長　濱嶋恒博4041
みつびしふそうとらっくばすとうかいふそうぎふしてん 058-245-9111

岐阜県羽島郡岐南町上印食７－８９

物品日本機械工業（株）名古屋営業所 所長　岩﨑哲也4042
にほんきかいこうぎょうなごやえいぎょうしょ 052-331-5178

愛知県名古屋市中区上前津二丁目１２番１号

物品丸理印刷（株） 代表取締役　伊藤健太郎4043
まるりいんさつ 0572-68-7111

岐阜県瑞浪市学園台５丁目１番地の１
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物品（株）丸治コンクリートエ業所美濃加茂営業所 代表取締役　大措利彰4044
まるじこんくりーとこうぎょうしょみのかもえいぎょうしょ 0574-26-1291

岐阜県美濃加茂市牧野１９６２番地２

物品（株）トーノーセキュリティ 代表取締役　愛知直人4045
とーのーせきゅりてぃ 0572-24-3535

岐阜県多治見市上野町５丁目３８番地の１

物品（一財）岐阜県公衆衛生検査センター 理事長　中村弘揮4047
ぎふけんこうしゅうえいせいけんさせんたー 058-247-1300

岐阜県岐阜市曙町４丁目６番地

物品石黒体育施設（株） 代表取締役　石黒和重4048
いしぐろたいいくしせつ 052-757-4030

愛知県名古屋市千種区春岡２丁目２７番１８号

物品ナゴヤプラント（株） 代表取締役　寺嶋秀司4049
なごやぷらんと 052-935-1706

愛知県名古屋市東区葵二１目２５番１号

物品東海公営事業（株） 代表取締役　田中剛4051
とうかいこうえいじぎょう 058-274-2336

岐阜県岐阜市六条大溝４丁目１３番６号

物品（有）ホリエ　可児店 代表取締役 堀江佳紀4053
ほりえ 0574-62-0661

可児市広見２４０４－５

物品（株）スポーツマックス 代表取締役　兵藤大二郎4056
すぽーつまっくす 052-838-9998

愛知県名古屋市緑区池上台２丁目３７－１

物品（有）ＦＩＲＳＴ 代表取締役　山田津代司4057
ふぁーすと 0575-28-2769

岐阜県関市山田８６８－２

物品アプロ通信（株）東濃営業所 所長　酒井秀和4058
あぷろつうしんとうのうえいぎょうしょ 0574-64-3323

岐阜県可児市久々利字田中１９３３番地の３

物品（有）和幸 取締役　野々部　良4059
わこう 058-259-4766

岐阜市東中島３－１４－１２

物品（協組）岐阜中不動産調査センター 代表理事　丸山正樹4060
ぎふなかふどうさんちょうさせんたー 058-201-2424

岐阜県岐阜市金宝町２丁目５番地１

物品亀山（株） 代表取締役　亀山幸雄4061
かめやま 058-262-1374

岐阜県岐阜市長住町５丁目７番地

物品西濃印刷（株） 代表取締役　河野俊一郎4063
せいのういんさつ 058-263-4101

岐阜市七軒町１５番地

物品中外テクノス（株）中部支社 支社長　藤原啓4066
ちゅうがいてくのす 052-739-3701

愛知県名古屋市守山区花咲台２－３０３

物品（株）富士通ゼネラル中部情報通信ネットワーク営業部 部長　小林和宏4067
ふじつうぜねらるちゅうぶじょうほうつうしんねっとわーくえいぎょうぶ 052-775-2361

愛知県名古屋市名東区猪高台１丁目１３１５番地
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物品長谷川体育施設（株）岐阜営業所 所長　大竹喜一4068
はせがわたいいくしせつぎふえいぎょうしょ 058-275-5501

岐阜県岐阜市清７５５

物品（株）ナルセ 代表取締役　成瀬弘之4070
なるせ 058-326-1021

瑞穂市本田１５５番地１

物品（株）クニトモ 代表取締役　関口大悟4071
くにとも 0572-23-2303

岐阜県多治見市美坂町６丁目２１番地

物品（株）ニッコク名古屋支店 支店長　戸松寿之4073
にっこく 052-914-3516

愛知県名古屋市北区彩紅橋通二丁目５番地

物品マルギ繊維（株）　東濃支店 支店長　河野誠也4075
まるぎせんい 0572-55-4181

岐阜県土岐市泉池ノ上町１－２３－１

物品（株）メディセオ多治見支店 多治見支店支店長　小島純也4076
めでぃせおたじみしてん 0572-22-9191

岐阜県多治見市太平町５－９

物品朝日航洋（株）岐阜支店 支店長　黒住信宏4077
あさひこうようぎふしてん 0584-83-1526

岐阜県大垣市今宿６丁目５２番地１８

物品（株）大和速記情報センター名古屋営業所 名古屋営業所長　鈴木貴博4079
やまとそっきじょうほうせんたーなごやえいぎょうしょ 052-385-9030

愛知県名古屋市中区錦２－１２－１４

物品（株）丸光イトウ 代表取締役　伊藤峰由4080
まるみついとう 0574-61-0171

岐阜県可児市瀬田８８９番地の２

物品（株）環境科学研究所岐阜支店 支店長　佐野宣明4081
かんきょうかがくけんきゅうしょぎふしてん 058-201-7799

岐阜県羽島市竹鼻町飯柄１１４番地１

物品日本事務器（株）中部支社 支社長　深町　健4083
にっぽんじむきちゅうぶししゃ 050-3000-1660

愛知県名古屋市中村区名駅南２－１４－１９住友生命名古屋ビル１１Ｆ

物品荏原実業（株）中部営業所 所長　上野長和4084
えばらじつぎょうちゅうぶえいぎょうしょ 052-212-5220

名古屋市熱田区金山町一丁目７番５号電波学園金山第１ビル

物品美濃酪農農業協同組合連合会 代表理事会長　朝日修4087
みのらくのうのうぎょうきょうどうくみあいれんごうかい 0575-33-4455

岐阜県美濃市生 ４７２番地

物品（株）テイコク加茂営業所 所長　堀野宏介4088
ていこくかもえいぎょうしょ 0574-25-1152

岐阜県美濃加茂市新池町二丁目１番５０号

物品（有）愛岐東和警備 代表取締役　愛知直人4089
あいぎとうわけいび 0572-23-8383

岐阜県多治見市上野町５丁目３８番地の１

物品板津不動産鑑定（株） 代表取締役　吉村寿也4090
いたつふどうさんかんてい 0572-25-1206

岐阜県多治見市日ノ出町１－２５
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物品（株）丸善グループ 代表取締役　森下みどり4092
まるぜんぐるーぷ 058-239-9671

岐阜県岐阜市則松２丁目１２番地１

物品アイテック（株）名古屋支店 支店長　長谷川正明4093
あいてっくなごやしてん 052-856-0038

愛知県名古屋市西区牛島町６番１号名古屋ルーセントタワ－６階

物品新明和アクアテクサービス（株）中部センター 所長　鷲野滋一4096
しんめいわあくあてくさーびすちゅうぶせんたー 0568-76-7361

愛知県小牧市外堀３丁目１９３番地

物品（株）朝日機器エンジニアリング 代表取締役　三浦良友4097
あさひききえんじにありんく 052-901-9111

愛知県名古屋市北区玄馬町１４９

物品東濃鉄道（株） 取締役社長　水野敏秀4099
とうのうてつどう 0572-22-1231

岐阜県多治見市栄町１丁目３８番地

物品ホシザキ東海（株）可児営業所 所長　曽根良仁4100
ほしざきとうかいかにえいぎょうしょ 0572-21-0850

岐阜県多治見市十九田２－７６

物品ミドリ安全岐阜（株） 代表取締役　柳原健悟4101
みどりあんぜんぎふ 058-271-6865

岐阜県岐阜市茜部中島２－６４－２

物品岡田産業（株） 代表取締役　岡田明彦4102
おかださんぎょう 058-272-3000

岐阜市宇佐南４丁目１７番１０号

物品中日技研（株） 代表取締役　國井一輝4104
ちゅうにちぎけん 058-253-4113

岐阜県岐阜市鏡島精華１丁目７番１９号

物品（株）西日本水道センター　名古屋支店 支店長　鶴留勝己4106
にしにほんすいどうせんたー 052-232-1311

愛知県名古屋市中区錦１－２０－８－４Ｆ

物品（株）セイコー 代表取締役　住谷哲4108
せいこー 058-201-3353

岐阜県岐阜市鏡島２００４番６

物品日本エンヂニヤ（株）岐阜営業所 所長　羽根都弘4111
にほんえんぢにやぎふえいぎょうしょ 0577-68-0171

岐阜県高山市清見町三日町５５２番地３

物品ＮＥＣキャピタルソリューション（株）中部支店 支店長　三沢康秀4112
えぬいーしーきゃぴたるそりゅーしょんちゅうぶしてん 052-222-2207

愛知県名古屋市中区錦一丁目１７番１号

物品（株）ウェザーニューズ 代表取締役　草開千仁4113
うぇざーにゅーず 043-274-5590

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

物品沖電気工業（株）岐阜支店 支店長　徳永雅一4114
おきでんきこうぎょうぎふしてん 058-274-4605

岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号

物品（株）ミヤゲン 代表取締役　宮元武利4115
みやげん 0770-21-0038

福井県敦賀市山泉７号１５番地３
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物品（株）三協 代表取締役　野原秀雄4116
さんきょう 0568-28-1771

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田１１２番地

物品岐阜コニックス（株） 代表取締役　吉田治伸4117
ぎふこにっくす 058-266-0230

岐阜県岐阜市金町６－２１

物品（株）岐阜文芸社 代表取締役　飯尾賢4118
ぎふぶんげいしゃ 058-229-6088

岐阜県岐阜市三輪ぶりんとびあ１３番地の１

物品（株）芙蓉施設センター土岐営業所 営業所長　深萱守道4119
ふようしせつせんたーときえいぎょうしょ 0572-55-5765

岐阜県土岐市泉大島町４－１５－１

物品ホームセンターマルト商店 古瀬義郎4122
ほーむせんたーまるとしょうてん 0574-43-0145

岐阜県加茂郡八百津町八百津３０７６－６

物品（株）小津看板 代表取締役　小津克也4124
おづかんばん 0574-26-0654

岐阜県美濃加茂市加茂川町１丁目３番９号

物品（有）エヌビーシ・サービス 代表取締役　中川富生4125
えぬびーしさーびす 0574-28-9175

岐阜県美濃加茂市本郷町１丁目４－１９

物品（株）日立システムズ中部支社 支社長　蜂谷　孝一4126
ひたちしすてむずちゅうぶししゃ 052-203-1141

愛知県名古屋市中区栄一丁目２４番１５号

物品国際航業（株）岐阜営業所 所長　澤田剛史4128
こくさいこうぎょうぎふえいぎょうしょ 058-269-5240

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地

物品（株）カナエジオマチックス岐阜支店 支店長　原俊則4129
かなえじおまちっくすぎふしてん 0573-67-8171

岐阜県中津川市茄子川字前田１３８３番１０

物品宛名印刷機製造（株） 代表取締役　水谷延子4130
あてないんさつきせいぞう 052-935-5151

愛知県名古屋市東区代官町３９番２２号（太洋ビル）

物品ヒルムタ興業（株） 代表取締役　蛭牟田悟4133
ひるむたこうぎょう 0584-91-5433

大垣市綾野２丁目２１７番地

物品千代田電子システム（株）岐阜営業所 岐阜営業所長　佐藤邦雄4134
ちよだでんししすてむぎふえいぎょうしょ 058-272-6212

岐阜県岐阜市加納北広江町４１番地

物品名北ワード（株） 代表取締役　星川俊輔4135
めいほくわーど 058-370-1112

岐阜県各務原市鵜沼羽場町５丁目１７６番地

物品（株）名神東濃営業所 所長　辰田頼重4137
めいしんとうのうえいぎょうしょ 0572-24-5711

岐阜県多治見市音羽町２－２７－２

物品（株）インタラック関西東海 代表取締役　西剛太4138
いんたらっくかんさいとうかい 053-456-8171

静岡県浜松市中区伝馬町３１１番地の１４
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物品（株）三弘岐阜営業所 所長　北瀬洋介4140
さんこうぎふえいぎょうしょ 058-218-2635

岐阜県羽島郡笠松町米野１０５

物品(株)日立ビルシステム　中部支社 支社長　岩田　直樹4141
ひたちびるしすてむ 052-583-1801

名古屋市中村区名駅１丁目１番４号

物品三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 代表取締役　西野敏哉4142
みついすみともとらすとぱなそにっくふぁいなんす 03-6858-9203

東京都港区芝浦一丁目２番３号

物品（株）八神製作所ヤガミホームヘルスセンター岐阜 代表取締役　‘荒木篤志4143
やがみせいさくしょやがみほーむへるすせんたーぎふ 058-265-2736

岐阜県岐阜市七軒町２５番地

物品（株）西武管商中濃店 常務取締役　執行役員川島一夏4144
せいぶかんしょうちゅうのうてん 0574-24-7180

美濃加茂市川合町四丁目２番１９号

物品ａｎｄ（株）岐阜支店 支店長　岡田尚樹4145
あんど 0575-24-8633

岐阜県関市下有知２７７８－４

物品渥美製鋼（有） 代表取締役　金子桂典4146
あつみせいこう 0564-21-7385

愛知県岡崎市八帖北町４２番地１１

物品（株）旭クリエイト美濃加茂営業所 所長　大矢義明4147
あさひくりえいとみのかもえいぎょうしょ 0574-28-5647

岐阜県美濃加茂市深田町３－９－２２

物品（一社）岐阜県建築士事務所協会 会長　日比野攻4148
ぎふけんけんちくしじむしょきょうかい 058-277-9211

岐阜県岐阜市六条南２丁目１３番２号

物品国産薬品工業（株） 代表取締役　小池重善4149
こくさんやくひんこうぎょう 058-293-9055

岐阜県岐阜市秋沢３７０－２

物品（株）工フワン 代表取締役　安田隆夫4150
えふわん 058-266-9069

岐阜県岐阜市吉野町３丁目８番地

物品中部漏水調査 代表　髙木哲夫4151
ちゅうぶろうすいちょうさ 058-213-9620

岐阜県岐阜市八代１丁目１６－３－１０３

物品輪嶋屋 白木猛4152
わじまや 0574-43-0380

岐阜県加茂郡八百津町八百津３９００

物品（株）邦栄 代表取締役　山田邦博4155
ほうえい 0574-25-1983

岐阜県美濃加茂市太田町１８５５－７

物品（株）セイスイ工業 代表取締役　大藤正則4156
せいすいこうぎょう 0574-66-7500

美濃加茂市本郷町７丁目６番８６号

物品（株）フィルテック 代表取締役　澤田裕二4157
ふぃるてっく 0574-62-2121

岐阜県可児市広見一丁目４７番地
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物品中部クリーン（株） 代表取締役　吉田登資4158
ちゅうぶくりーん 0574-63-1221

可児市広見在原５１８番地

物品（株）ダイワテクノ 代表取締役社長　廣川重幸4159
だいわてくの 058-232-8543

岐阜市則武東２丁目１８番３８号

物品アジア航測（株）岐阜支店 支店長　永田則行4160
あじあこうそくぎふ 058-278-3033

岐阜県岐阜市市橋四丁目６番７号鈴木ビル

物品日本電子計算（株）名古屋支店 支店長　青山真治4161
にほんでんしけいさん 052-951-4300

愛知県名古屋市中区錦３丁目１番１号

物品クニタチ鑑定事務所 所長　山村寛4163
くにたちかんていじむしょ 0572-21-2670

岐阜県多治見市大日町４１番１

物品（協組）岐阜東資産評価センター 代表理事　山村寛4164
ぎふひがししさんひょうかせんたー 0572-23-3626

岐阜県多治見市大日町４１番１

物品東和コンサルタント（株） 代表取締役　廣瀬啓司4165
とうわこんさるたんと 058-327-3997

岐阜県瑞穂市別府１３９７番地１

物品岐阜ボート販売（株） 代表取締役　野口武司4166
ぎふぼーとはんばい 058-273-1651

岐阜県岐阜市城東通６－７

物品（株）ジムブレーン東美濃支店 支店長　尾関紀彦4168
じむぶれーんひがしみのしてん 0574-63-3355

岐阜県可児市今渡大字大東１６１９－３２０

物品（株）ミライコミュニケーションネットワーク 代表取締役　伊藤義仁4169
みらいこみゅにけーしょんねっとわーく 0584-78-7810

岐阜県大垣市加賀野４－１－１２

物品（株）サン・ライン 代表取締役　坪内弘俊4170
さんらいん 0572-67-1171

岐阜県瑞浪市土岐町１０２２番地の３

物品（株）松本義肢製作所 代表取締役　松本芳樹4173
まつもとぎしせいさくしょ 0568-47-1701

愛知県小牧市大字林２１０番地の３

物品（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役　藤原壮督4174
じゃぱんいんたーなしょなるそうごうけんきゅうしょ 075-924-2603

京都市右京区西京極西池田町９番地５　西京極駅前ビル６階

物品（株）近藤 代表取締役　近藤裕秋4175
こんどう 052-441-3345

愛知県名古屋市中村区森末町２丁目４９番の１

物品有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所 事務所長　河嶋聡史4177
とーまつなごやじむしょ 052-565-5511

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号ＪＰタワ一名古屋

物品日本調理機（株）中部支店岐阜営業所 所長　藤原雅友4178
にほんちょうりきちゅうぶしてんぎふえいぎょうしょ 058-249-0826

岐阜県羽島郡岐南町平成１－８０
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物品丸硝（株） 代表取締役　堤俊彦4180
まるしょう 0584-91-4756

岐阜県大垣市荒尾町６７４番地

物品（株）加茂電化設備 代表取締役　水谷由宣4181
かもでんかせつび 0574-25-3525

岐阜県美濃加茂市太田町２２３６－５

物品共友リース（株） 代表取締役　吉成広行4182
きょうゆうりーす 0572-28-4311

名古屋市中村区豊国通一丁目２２番地の２

物品井上精機（株） 代表取締役　関谷正光4183
いのうえせいき 058-265-4501

岐阜県岐阜市玉宮町一丁目１１番地の１

物品東濃防災工業（株） 代表取締役　梶田幸男4184
とうのうぼうさいこうぎょう 0572-29-2548

岐阜県多治見市姫町６丁目１１４番地

物品（株）パスコ岐阜支店 支店長　北田竹志4185
ぱすこぎふしてん 058-264-3088

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地

物品（株）シノダ楽器 代表取締役　篠田浩充4186
しのだがっき 0575-22-5432

岐阜県関市山王通１丁目３番２７号

物品（株）セレスポ岐阜支店 支店長　町田直樹4188
せれすぽぎふしてん 058-274-4112

岐阜県岐阜市宇佐南４－８－２４宇佐南４丁目事務所１０１

物品中部リケン（株） 代表取締役社長　永田克巳4190
ちゅうぶりけん 0574-62-4111

岐阜県可児市今渡１６１９番地２９０

物品（株）ニチイ学館 代表取締役　森信介4193
にちいがっかん 03-3291-2121

東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地

物品（株）会議録研究所 代表取締役　妹尾潤4196
かいぎろくけんきゅうじょ 03-3267-6051

東京都新宿区市谷八幡町１６番

物品（株）保安企画 代表取締役　渡辺勉4197
ほあんきかく 058-227-3400

岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地

物品パナソニックＬＳエンジニアリング（株）中部支店 支店長　山本総太郎4201
ぱなそにっくえるえすえんじにありんぐちゅうぶしてん 052-563-1161

愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目７番５５号

物品管清工業（株）岐阜営業所 所長　久保康成4202
かんせいこうぎょうぎふえいぎょうしょ 058-275-4251

岐阜県岐阜市城東通３－１７－２

物品トーテックビジネスサポート（株）岐阜営業所 岐阜営業所長　山田和彦4203
とーてっくびじねすさぽーとぎふえいぎょうしょ 058-262-1101

岐阜県岐阜市吉野町６－６

物品東芝エレベータ（株）中部支社 支社長　高橋厚博4204
とうしばえれべーたちゅうぶししゃ 052-564-1054

愛知県名古屋市中村区名駅４丁目８－１８　名古屋ビルディング北館６階
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物品東海リース（株）名古屋支店 支店長　滝川敬之4205
とうかいりーす 052-261-1821

名古屋市中区栄３丁目３２－２０

物品（株）古賀クリーナー多治見支店 支店長　五十川智子4207
こがくりーなーたじみしてん 0572-21-4621

岐阜県多治見市住吉町２丁目２番地の２

物品花文貸物装飾欄岐阜営業所 所長　加藤俊夫4208
はなぶんかしものそうしょくぎふえいぎょうしょ 058-329-0878

岐阜県瑞穂市祖父江２７７－１

物品丸新消防（株） 代表取締役　谷口欣也4209
まるしんしょうぼう 0577-32-1879

岐阜県高山市昭和町３丁目１７８番地

物品ＨＡＲＶＥＹ（株）岐阜支店 支店長　山田光4210
はーヴぇいぎふしてん 050-5433-3090

岐阜県岐阜市柳津町南塚五丁目７７番地

物品幸陽印刷（有） 代表取締役　平川智博4211
こうよういんさつ 0574-53-2045

岐阜県加茂郡川辺町中川辺５２２－１０

物品田中農機（株） 代表取締役　田中幹三郎4213
たなかのうき 0574-67-0118

岐阜県可児郡御嵩町中２４９４

物品デュプロ販売（株）岐阜営業所 所長　石川央員4215
でゅぷろはんばいぎふえいぎょうしょ 058-272-2459

岐阜県岐阜市茜部寺屋敷２－５

物品（株）エクス 代表取締役　渡辺勉4216
えくす 058-227-3410

岐阜県羽島市舟橋町本町５丁目３２番地

物品名古屋水交（株） 代表取締役　西井康翁4217
なごやすいこう 052-562-0770

名古屋市西区則武新町４－１－４５

物品（株）ハイパーブレイン岐阜支社 支社長　野村広之4218
はいぱーぶれいんぎふししゃ 058-295-8180

岐阜県岐阜市早田本町３－６２

物品（株）現代けんこう出版 代表取締役　砂田昌彦4219
げんだいけんこうしゅっぱん 03-3846-1088

東京都墨田区両国一丁目１２番８号

物品富士通リース（株）中部支店 支店長　相良長典4221
ふじつうりーすちゅうぶしてん 052-756-3562

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番３号

物品総合サービス（株） 代表取締役　澤田政宏4222
そうごうさーびす 052-503-2537

愛知県名古屋市西区平出町２５３番地

物品東濃建物管理（株） 代表取締役　前田裕三4223
とうのうたてものかんり 0574-62-5924

岐阜県可児市広見二丁目５７番地

物品（株）京屋 代表取締役　永井博隆4224
きょうや 058-271-8206

岐阜県岐阜市東材木町１２番地
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物品（株）三協厨機 代表取締役　栗田忠芳4226
さんきょうちゅうき 0584-73-0414

岐阜県大垣市今宿３－２５－２

物品（株）アルティアセントラル 代表取締役　大石宇多野4227
あるていあせんとらる 052-229-1101

愛知県名古屋市中区栄一丁目２９番２９号

物品ノダック（株）中部事業所 中部事業所長　舟木直純4233
のだっくちゅうぶじぎょうしょ 0584-89-0320

岐阜県大垣市新田町４丁目３０番地

物品（株）山崎商事 代表取締役　山崎威4234
やまざきしょうじ 058-272-5698

岐阜県岐阜市加納花ノ木町９１番地の１

物品メタウォーター（株）営業本部中日本営業部 部長　粂田貴史4235
めたうぉーたーえいぎょうほんぶなかにほんえいぎょうぶ 052-856-1220

愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号

物品（株）國本起業多治見りサイクルセンター 所長　林真4236
くにもときぎょうたじみりさいくるせんたー 0572-27-1135

岐阜県多治見市北小木町５７８－６４

物品（株）ウォーターエージェンシー愛知オペレーションセンター センター長　水野明4237
うぉーたーえーじぇんしーなごやえいぎょうしょ 052-758-5704

愛知県名古屋市守山区新守町１５４番地

物品日成ビルドエ業欄岐阜営業所 所長　松宮弘尚4238
にっせいびるどこうぎょうぎふえいぎょうしょ 058-273-8121

岐阜県岐阜市薮田南１－２－３ラピスタワ－４Ｆ

物品（有）中央体育器具製作所 代表取締役　桜井省三4239
ちゅうおうたいいくきぐせいさくしょ 0574-53-2044

岐阜県加茂郡川辺町下川辺５１６番地

物品（株）ナカノアイシステム岐阜営業所 所長　番逸成4240
なかのあいしすてむぎふえいぎょうしょ 058-213-2970

岐阜県岐阜市杉山町６ＡＯＫ１ビル３０２号室

物品ヨツハシ（株） 代表取締役　四ツ橋英児4241
よつはし 058-293-1010

岐阜県岐阜市黒野南１丁目９０番地

物品（株）ウスイ消防 代表取締役　臼井潔4242
うすいしょうぼう 058-262-2106

岐阜県岐阜市金園町３丁目２５番地

物品サンメッセ（株）岐阜支店 岐阜支店長　桑原智4243
さんめっせぎふしてん 058-274-5011

岐阜県岐阜市須賀１－１－５

物品中日本産業（株） 代表取締役　加藤称一4246
なかにほんさんぎょう 058-274-7789

岐阜県岐阜市薮田南５丁目１３番４号

物品藤吉工業（株） 代表取締役社長　加藤靖始4247
ふじよしこうぎょう 052-763-2548

愛知県名古屋市中村区太閤四丁目２番８号

物品（有）白坂速記事務所 代表取締役　白坂智子4248
しらさかそっきじむしょ 076-245-7800

石川県金沢市窪七丁目２６３番地
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物品（株）ジャクエツ　多治見店 店長　守田裕4250
じゃくえつ 0572-25-3600

岐阜県多治見市十九田町２丁目６３－１

物品中部化成薬品（株） 代表取締役　瀬川典秀4251
ちゅうぶかせいやくひん 058-264-3291

岐阜県岐阜市秋津町５番地

物品日本通運（株）岐阜支店 支店長　浅野敦司4253
にっぽんつううん 058-252-1211

岐阜県岐阜市長住町１０－１

物品（株）山正可児営業所 所長　大野敏治4255
やましょうかにえいぎょうしょ 0574-62-5228

岐阜県可児市川合３４５－１

物品片岡商店 代表　片岡啓4256
かたおかしょうてん 058-271-9287

岐阜県岐阜市生田町１７番地

物品ソリマチ（株） 代表取締役　反町秀樹4257
そりまち 0258-33-4435

新潟県長岡市表町１丁目４番地２４

物品（一社）愛知県薬剤師会 会長　岩月進4258
あいちけんやくざいしかい 052-683-1131

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目４番２号

物品（株）フューチャーイン岐阜営業所 所長　須崎高晴4259
ふゅーちゃーいんぎふえいぎょうしょ 058-267-7611

岐阜県岐阜市神田町９丁目２７番地大岐阜ビル５Ｆ

物品（株）水野総合鑑定 代表取締役　水野雅文4261
みずのそうごうかんてい 058-276-8805

岐阜県岐阜市市橋六丁目１０番１８号

物品安田（株）本店 本店長　竹中利幸4263
やすだ 058-246-2131

岐阜県岐阜市鶴田町３丁目２４番地

物品（一財）中部電気保安協会加茂営業所 所長　佐藤寿也4264
ちゅうぶでんきほあんきょうかいかもえいぎょうしょ 0574-26-6510

岐阜県美濃加茂市川合町一丁目１４番１５号

物品第一法規（株） 代表取締役社長　田中英弥4265
だいいちほうき 03-3404-2251

東京都港区南青山二丁目１１番１７号

物品（株）東産業名古屋営業所 所長　西村勇4266
あずまさんぎょうなごやえいぎょうしょ 052-829-1115

愛知県名古屋市千種区内山３丁目１０－１７今池セントラルビル３階Ｄ室

物品（株）キクテック岐阜支店 支店長　柳瀬清文4267
きくてっくぎふしてん 058-272-6833

岐阜県岐阜市今嶺４丁目５番巧

物品栄久社印刷所 酒井和彦4270
えいきゅうしゃいんさつじょ 0574-43-0209

岐阜県加茂郡八百津町八百津３７６２－７

物品東海図版（株）岐阜営業所 所長　中川年弘4271
とうかいずはんぎふえいぎょうしょ 058-247-9956

岐阜県岐阜市北一色２－２－１４
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物品（株）全日本医療サービス 代表取締役　近藤貞夫4273
ぜんにっぽんいりょうさーびす 058-234-0388

岐阜県岐阜市黒野１８１番地の１

物品（公社）岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 代表理事　尾崎康弘4274
ぎふけんこうきょうしょくたくとうきとちかおくちょうさしきょうかい 058-248-1895

岐阜県岐阜市田端町１番地の１２

物品（株）岐阜コーケン社中濃営業所 所長　今井正通4275
ぎふこーけんしゃちゅうのうえいぎょうしょ 0574-27-1721

岐阜県美濃加茂市加茂川町３丁目７－１５

物品岐阜防災（株） 代表取締役　日比野正4276
ぎふぼうさい 0574-26-3128

岐阜県美濃加茂市古井町下古井６７２番地

物品カトウスポーツ 加藤雅彦4277
かとうすぽーつ 0574-25-0865

岐阜県美濃加茂市太田町１７４９　春の屋ビル１Ｆ

物品東邦薬品（株）多治見営業所 所長　奥谷雅春4280
とうほうやくひんたじみえいぎょうしょ 0572-22-4175

岐阜県多治見市宝町６丁目３番地

物品（株）市川工務店可児営業所 所長　荒深鎌作4281
いちかわこうむてんかにえいぎょうしょ 0574-62-8401

岐阜県可児市広見６３３番地マーキュリーアット３０１号

物品中部事務機（株）東濃支店 代表取締役　辻慶一4282
ちゅうぶじむきとうのうしてん 0574-62-8490

岐阜県可児市羽崎４９５番地１

物品岐阜アイホー調理機（株） 代表取締役　伊藤隆男4283
ぎふぁいほーちょうりき 058-214-7231

岐阜県岐阜市中鶉２丁目１０５番

物品テツ商会（株） 代表取締役　市川小徹4284
てつしょうかい 058-294-6464

岐阜県岐阜市明神町２丁目１５番地

物品大和リース（株）岐阜営業所 所長　奥野俊輔4286
だいわりーすぎふえいぎょうしょ 058-275-1601

岐阜県岐阜市薮田東２丁目１番６号

物品（株）インフォファーム 代表取締役　 博文4287
いんふぉふぁーむ 058-279-1881

岐阜県岐阜市柳津町流通センター１丁目８番地４

物品（株）亀太 代表取締役社長　橋本尚史4288
かめた 058-279-3221

岐阜県岐阜市柳津町流通センター１丁目９番地の４

物品セコム（株） 代表取締役　尾関一郎4289
せこむ 03-5775-8475

東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

物品（株）フレーベル館　岐阜支店 支店長　青山弘志4291
ふれーべるかん 058-231-7061

岐阜県岐阜市則武中４丁目５－１

物品セキュリティ東海（株） 代表取締役　瀬尾保雄4292
せきゅりてぃとうかい 0572-26-7190

岐阜県多治見市音羽町四丁目２５番地
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物品（株）上智岐阜支店 支店長　中寛明4294
じょうちぎふしてん 0572-54-7866

岐阜県土岐市泉大島町三丁目２３番地１アネックスⅡ４０２号室

物品オフィスサポート 坪井英司4295
おふぃすさぽーと 0574-65-0910

岐阜県可児市長坂１丁目２３番地

物品（一財）総合保健センター 理事長　横山強4296
そうごうほけんせんたー 0574-25-5324

岐阜県美濃加茂市西町７丁目１６９番地

物品中部ケーブルネットワーク（株）岐阜局 取締役　常務執行役員　編成・技術本部長　兼　岐阜局長　宮腰浩一4297
ちゅうぶけーぶるねっとわーくぎふきょく 058-385-6080

岐阜県各務原市鵜沼西町３－７６－１

物品（株）松栄堂楽器可児店 代表取締役　伊藤健太郎4300
しょうえいどうがっきかにてん 0574-63-3151

岐阜県可児市広見３丁目４０番地

物品山忠溶接 山内良治4302
やまちゅうようせつ 0574-43-1034

八百津町八百津８４９６－１

物品（株）ディエスジャパン岐阜店 店長　吉川裕二郎4304
でぃえすじゃばんぎふてん 058-268-2670

岐阜県岐阜市茜部野瀬１－３１－１

物品パブリック・グローバリゼーション（株）中濃営業所 営業所長　堀田紘代4308
ぱぶりっくぐろーばりぜーしょん 0575-23-9922

岐阜県関市南春日町９－１

物品（株）ＪＥＣＣ 専務取締役　依田茂4310
じぇっく 03-3216-3962

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

物品岐東管財（株） 代表取締役　嵯峨伸典4313
ぎとうかんざい 0574-67-0640

岐阜県可児郡御嵩町中切１２０５番地

物品（株）シーモス名古屋 代表取締役　細田忠敏4314
しーもすなごや 052-681-7900

名古屋市熱田区神宮二丁目７番１５号

物品三和機電（株） 代表取締役　竹中智一4315
さんわきでん 058-246-0305

岐阜県羽島郡岐南町平成１丁目５３番地

物品トーテックアメニティ（株）岐阜事業所 所長　大橋卓也4316
とーてっくぁめにてぃぎふじぎょうしょ 058-262-1101

岐阜県岐阜市吉野町６－６

物品（株）富士清空工業所 代表取締役　奥田篤史4317
ふじせいくうこうぎょうしょ 058-271-8727

岐阜県岐阜市加納本町６丁目１８番地

物品日本カルミック（株） 代表取締役　高居隆章4318
にっぽんかるみっく 03-3230-6753

東京都千代田区九段南一丁目５番１０号

物品日本道路興運（株）名古屋支社 支店長　戸田弘一4321
にほんどうろこううんなごやしてん 052-733-5601

愛知県名古屋市千種区内山三丁目１８番１０号
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物品（株）ケミック 取締役社長　林正啓4322
けみっく 058-262-8154

岐阜県岐阜市玉井町５番地

物品安田電機暖房（株） 代表取締役社長　宇佐美清英4323
やすだでんきだんぼう 058-264-8181

岐阜県岐阜市吉野町３丁目８番地

物品八百津町森林組合 代表理事組合長　赤塚新吾4324
やおつちょうしんりんくみあい 0574-43-1895

岐阜県加茂郡八百津町八百津２６５８番地８

物品（株）キレー 代表取締役　小川泰正4326
きれー 0572-23-7814

岐阜県多治見市金岡町三丁目舗番地

物品（株）サーベイリサーチセンター名古屋事務所 名古屋事務所長　水口行雄4327
さーべいりさーちせんたーなごやじむしょ 052-561-1251

愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目１２番９号

物品ＮＤＳ（株）岐阜支店 支店長　大西秀隆4328
えぬでぃーえすぎふしてん 058-234-1212

岐阜県岐阜市西改田字川向１６４番地

物品（公財）岐阜県学校給食会 理事長　青木 志4329
ぎふけんがっこうきゅうしょくかい 058-279-3333

岐阜県羽島郡柳津町流通センター１丁目６番１

物品（有）サンアイ 代表取締役　今瀬芳尚4330
さんあい 0574-48-1219

岐阜県加茂郡七宗町上麻生１５８８－２

物品（株）錦幸社 代表取締役　田中尚夫4331
きんこうしゃ 0574-67-1211

岐阜県可児郡御嵩町御嵩１３４２－７

物品水研化学工業（株）岐阜営業所 所長　毛利雄一4332
すいけんかがくこうぎょう 058-239-8373

岐阜市中西郷６丁目９０番地

物品リコーリース（株）中部支社 支社長　山口信敏4333
りこーりーすちゅうぶししゃ 052-589-3271

愛知県名古屋市西区牛島町６番１号

物品（一財）名古屋公衆医学研究所 理事長　佐藤孝道4334
なごやこうしゅういがくけんきゅうじょ 052-412-3111

愛知県名古屋市中村区長筬町四丁目２３番地

物品ビーム計画設計（株） 代表取締役　久保正美4337
びーむけいかくせっけい 058-271-9111

岐阜県岐阜市加納栄町通７丁目３０番地

物品（株）アース 代表取締役　鈴木綱次4338
あーす 058-370-7276

岐阜県各務原市鵜沼古市場町４丁目１９９番地１

物品（株）愛知スイミング岐阜支店 支店長　鈴木大介4339
あいちすいみんぐぎふしてん 058-240-9339

岐阜県岐阜市前一色一丁目１４番８号

物品中部パークシステム（株） 代表取締役　奥田隆庸4341
ちゅうぶぱーくしすてむ 0584-73-5500

岐阜県大垣市中川町４丁目１５７番地３

   15 / 37



業 者 一 覧 表

業 者 連 番

住所

氏名漢字 代表者

氏名カナ 電話番号

基準年度

業種

申請外
法 人 番 号

令和 3年度 令和 4年 1月20日作成

物品（株）ライズファクトリー 代表取締役　戸田その子4343
らいずふぁくとりー 03-3288-0099

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

物品中日コプロ（株）岐阜営業所 所長　近藤久喜4344
ちゅうにちこぷろぎふえいぎょうしょ 058-249-6132

岐阜県岐阜市細畑六丁目１番１サンルート・ソロ２０１号

物品（株）ムサシ名古屋支店 取締役　支店長　村田一則4345
むさしなごやしてん 052-228-7865

愛知県名古屋市中区栄４丁目１４番２号

物品ワイズ（株） 代表取締役　吉野照和4346
わいず 0574-67-6335

岐阜県可児郡御嵩町御嵩１８２２－６０３

物品八百津ガス（協組） 代表理事　杉山美和子4347
やおつがす 0574-43-0139

岐阜県加茂郡八百津町八百津５０８７番地

物品教育産業（株）岐阜営業所 所長　市川勝也4348
きょういくさんぎょうぎふえいぎょうしょ 058-274-7562

岐阜県岐阜市市橋５丁目４－１８

物品（株）トヨタレンタリース岐阜 代表取締役　加藤展之4349
とよたれんたりーすぎふ 058-240-0100

岐阜市金園町９丁目２番地

物品リコージャパン（株）岐阜支社岐阜営業部 部長　高橋真4350
りこーじゃぱんはんばいじぎょうほんぶぎふししゃぎふえいぎょうぶ 050-3534-0020

岐阜県多治見市十九田町２丁目４－１

物品三光工業 長瀬寿夫4353
さんこうこうぎょう 0574-53-3622

岐阜県加茂郡川辺町比久見１２８４－１

物品（株）三田防災 代表取締役　三田信也4355
さんだぼうさい 058-388-0607

岐阜県羽島郡笹松町門間９２８番地２

物品（有）加茂教材 代表取締役　西田真人4356
かもきょうざい 0574-25-2878

美濃加茂市西町８丁目６４番地

物品（株）丹葉電機岐阜 統括部長　日比野顕吾4358
たんようでんきぎふ 0574-63-7322

岐阜県可児市中恵土６０番地の３

物品（株）日本インシーク関営業所 所長　局原淳4359
にほんいんしーくせきえいぎょうしょ 0575-29-6560

岐阜県関市小瀬２７９４－３

物品（株）マルゼン　岐阜営業所 所長　桶谷泰宏4360
まるぜん 058-271-3701

岐阜県岐阜市薮田南３－１３－４　Y・Sトラストビル１階

物品（株）トーカイ 小野木孝二4361
とーかい 058-263-5111

岐阜県岐阜市若宮町９丁目１６番地

物品（株）図書館流通センター 代表取締役　細川博史4362
としょかんりゅうつうせんたー 03-3943-2221

東京都文京区大塚三丁剛番１号

   16 / 37



業 者 一 覧 表

業 者 連 番

住所

氏名漢字 代表者

氏名カナ 電話番号

基準年度

業種

申請外
法 人 番 号

令和 3年度 令和 4年 1月20日作成

物品（株）シンセン多治見支店 支店長　秦昇司4363
しんせんたじみしてん 0572-21-5781

岐阜県多治見市平和町８丁目５６番地

物品（株）三和サービス 代表取締役　林正和4364
さんわさーびす 058-273-5653

岐阜県岐阜市西鶉１丁目５２番地

物品（株）シーエスエス総合舞台 代表取締役　真野幸明4368
しーえすえすそうごうぶたい 052-711-2266

愛知県名古屋市千種区松軒一丁目５番１６号

物品（有）エコメイト 代表取締役　堀田國男4369
えこめいと 058-391-3369

岐阜県羽島市正木町須賀赤松１７７番地

物品（株）中京臨床検査センター岐阜 代表取締役　水谷芳昭4370
ちゅうきょうりんしょうけんさせんたーぎふ 058-253-2611

岐阜市桜通３丁目１０番地３

物品国六美粧（株） 代表取締役　国井省二4371
くにろくびしょう 058-231-7926

岐阜県岐阜市楠町２丁目９番地の２

物品（株）ナイスワーク 森田敏博4372
ないすわーく 058-277-4135

岐阜県岐阜市東鶉三丁目７６番地２

物品ミザック（株） 代表取締役　柾木隆弘4374
みざっく 06-6344-2700

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号アクア堂島ＮＢＦタワ－１７階

物品（有）オフィスフジタ 代表取締役　藤田健志4375
おふぃすふじた 0574-27-1595

美濃加茂市山手町１－３３

物品（株）コパン 代表取締役　市岡道隆4376
こばん 0572-56-1001

岐阜県多治見市光ケ丘二丁目６０番地の１

物品パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）中日本社 社長　細貝邦行4377
ぱなそにっくしすてむそりゅーしょんずじゃぱんちゅうにちほんしゃ 052-959-3262

愛知県名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号

物品（株）総合鑑定調査岐阜支店 支店長　國嶋順一4378
そうごうかんていちょうさぎふしてん 0573-78-2310

岐阜県中津川市茄子川１３８３番地１０

物品（株）日比野スポーツ 代表取締役　日比野光伸4379
ひびのすぽーつ 0574-62-0229

岐阜県可児市広見５－９９

物品テルウェル西日本（株）東海支店 取締役　東海支店長　苫名明4380
てるうぇるにしにっぽんとうかいしてん 052-322-8021

愛知県名古屋市中区松原三丁目２番８号

物品ナブコドア（株）名古屋支店保守サービス部 部長　今岡辰文4383
なぶこどあなごやしてんほしゅさーびすぶ 052-732-3285

名古屋市千種区今池４丁目１５－３浅井ビル４階

物品東海消防防災（株） 代表取締役　荘加一臣4385
とうかいしょうぼうぼうさい 0574-25-2680

岐阜県美濃加茂市古井町下古井５２０番地
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物品（株）美濃庄 代表取締役　長村吉章4390
みのしょう 058-275-4123

岐阜県岐阜市六条北２丁目１２番８号

物品（有）岐大工業所 代表取締役　山田尚利4391
ぎだいこうぎょうしょ 0575-35-1343

岐阜県美濃市笠神１３５０番地の１

物品（有）富田文渓堂　美濃加茂支店 代表取締役　冨田正仁4394
とみだぶんけいどう 0574-25-3224

岐阜県美濃加茂市本郷町７丁目６番８９号

物品（株）エディケーション 代表取締役　大野敏秋4395
えでぃけーしょん 052-453-3690

名古屋市中村区則武１－１０－６

物品みずほ不動産鑑定事務所 水野隆吾4396
みずほふどうさんかんていじむしょ 0572-21-0620

岐阜県多治見市白山町５丁目３７－１

物品ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 代表取締役　尻無濱秀治4398
あるそっくあんしんけあさぽーと 03-3773-2021

東京都大田区山王一丁目３番５号

物品佐合食品工業（株） 代表取締役　佐合英樹4400
さごうしょくひんこうぎょう 0574-43-0176

岐阜県加茂郡八百津町錦織１５３０番地の７５

物品日本電気（株）岐阜支店 支店長　梁瀬望4403
にっぽんでんきぎふしてん 058-262-3311

岐阜県岐阜市金町六丁目６番

物品（株）ぎじろくセンター東京営業所 取締役　兼東京営業所長　濱野尚子4405
ぎじろくせんたーとうきょうえいぎょうしょ 03-6264-8781

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

物品愛知時計電機（株）名古屋支店 支店長　日比野宏紀4406
あいちとけいでんき 052-661-5843

愛知県名古屋市熱田区千年１丁目２番７０号

物品（株）ティ・アシスト 代表取締役　林秀樹4407
てぃあしすと 058-212-3788

岐阜県岐阜市若宮町九丁目１６番地

物品つちもと保育教材 土本孝4408
つちもとほいくきょうざい 0572-54-9495

岐阜県土岐市泉明治町３丁目４－１

物品（一財）日本環境衛生センター 理事長　南川秀樹4409
にほんかんきょうえいせいせんたー 044-288-4896

神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０番６号

物品日本ゼネラルフード（株） 代表取締役　西脇司4410
にほんぜねらるふーど 052-243-6111

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

物品（株）三進ろ過工業 代表取締役　柳下幸一4411
さんしんろかこうぎょう 052-452-3301

愛知県名古屋市中村区亀島二丁目２２番２号

物品（株）エステム 代表取締役　塩崎敦子4413
えすてむ 052-611-0695

愛知県名古屋市南区弥次ヱ町二丁目１９番地の１
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物品（株）メイホーエンジニアリング美濃加茂営業所 営業所長　髙橋昭徳4414
めいほーえんじにありんぐみのかもえいぎょうしょ 0574-24-2075

岐阜県美濃加茂市本郷町６丁目９番８号

物品協愛（株） 代表取締役社長　谷垣岩身4415
きょうあい 06-6362-8471

大阪市北区西天満３丁目８番２０号

物品富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 岐阜支社長　友松俊彦4416
ふじふいるむびじねすいのべーしょんじゃぱん 058-255-1330

岐阜県岐阜市橋本町２丁目２０番地

物品（株）タイヤショップ共栄 代表取締役　坪内一朗4419
たいやしょっぷきょうえい 0574-25-2457

岐阜県美濃加茂市深田町３丁目３８－３

物品愛知ヨーク株式会社　岐阜営業所 営業所長　平野豪治4420
あいちよーくぎふえいぎょうしょ 058-326-6429

岐阜県瑞穂市野白新田３１－７

物品（株）アイコム 代表取締役　水谷豪紀4422
あいこむ 058-398-4860

羽島市舟橋町出須賀１丁目８番地

物品（株）クラウンパッケージ岐阜事業所 鈴木敬司4423
くらうんぱっけーじせいたいじぎょうぶ 0574-63-4566

岐阜県可児市川合８４７

物品ミクニヤ 小椋文夫4424
みくにや 0572-22-7243

岐阜県多治見市白山町２－２３

物品（株）岐中販警備部 代表取締役　水谷豪紀4425
ぎちゅうはんけいびぶ 058-398-4850

岐阜県羽島市舟橋町出須賀１丁目８番地

物品日本海航測（株）名古屋支店 支店長　今井克士4428
にほんかいこうそくなごやしてん 052-506-9181

愛知県名古屋市西区市場木町１８６番地１０３

物品（有）ホクギ 代表取締役　梁川哲也4429
ほくぎ 058-244-3552

岐阜県岐阜市加野七丁目６番３２号

物品日本イベント企画（株） 代表取締役社長　田中勝英4431
にっぽんいべんときかく 0584-71-6131

岐阜県大垣市加賀野４－１－１９

物品白光石油（株） 代表取締役　橋枝武史4434
はっこうせきゆ 058-247-6211

岐阜県岐阜市入舟町５丁目５番地

物品神戸総合速記（株） 代表取締役　藤岡亮介4435
こうべそうごうそっき 078-321-2522

兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目３番８号

物品アンシンク（株） 代表取締役　林雅浩4436
あんしんく 058-268-6801

岐阜県岐阜市須賀３丁副番２２号

物品（株）山越 代表取締役　相澤宏暢4437
やまこし 052-571-8977

愛知県名古屋市西区則武新町１－３－５
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物品タニコー（株）岐阜営業所 所長　加藤幹規4438
たにこーぎふえいぎょうしょ 058-274-6201

岐阜県岐阜市茜部寺屋敷２－３

物品トヨタＬ＆Ｆ中部（株）美濃加茂営業所 所長　若山　岳之4439
とよたえるあんどえふちゅうぶ 0574-28-2001

岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野字東野３５番地１

物品（株）名豊 代表取締役　小池武史4441
めいほう 052-322-0071

名古屋市中区松原二丁目２番３３号

物品アズビル金門（株）名古屋支店 支店長　山本俊一4442
あずびるきんもんなごやしてん 052-212-8083

愛知県名古屋市中区錦２丁目１４番１９号　名古屋伏見Ｋスクエア４階

物品ホーメックス（株）名古屋支店 支店長　小林廣人4444
ほーめっくすなごやしてん 052-218-6003

愛知県名古屋市中区錦二丁目１９番１１号アゼット株式会社長者町ビル６階

物品武藤嘉商事（株） 代表取締役　林重幸4445
むとうかしょうじ 058-272-6411

岐阜県岐阜市宇佐南４丁目５番１８号

物品内田工業（株） 代表取締役　内田裕郎4446
うちだこうぎょう 052-352-1795

愛知県名古屋市中川区好本町三丁目６７番地

物品愛岐商事（株） 代表取締役　佐藤信輔4447
あいぎしょうじ 0574-65-1211

岐阜県可児市塩河９６０番地１

物品やまもと企画（株） 代表取締役　山本美季男4448
やまもときかく 0574-65-8353

岐阜県可児市塩河１０５４番地１

物品大東（株） 代表取締役社長　渡部勝裕4449
だいとう 058-276-6116

岐阜県岐阜市六条南３丁目１４番１号

物品ＮＥＣフィールディング（株）中部支社岐阜支店 岐阜支店長　尾川正志4451
えぬいーしーふぃーるでぃんぐぎふしてん 050-3146-4190

岐阜県岐阜市宇佐南３丁目４番地７号

物品（株）日本サポートサービス 代表取締役　籏鉾吉男4452
にほんさぽーとさーびす 03-3291-6943

東京都千代田区神田猿楽町２丁目２番１０号

物品（株）日写 代表取締役　伊藤宏幸4453
にっしゃ 058-231-8812

岐阜県岐阜市早田本町３－６２

物品（協組）映像情報センター 代表理事　伊藤哲雄4454
えいぞうじょうほう 058-233-5572

岐阜県岐阜市早田本町３－６２

物品岐阜ＩＴ協同組合 理事長　馬渕雅宣4457
ぎふあいてぃきょうどうくみあい 0584-75-5080

岐阜県大垣市今宿６－５２

物品ハートアベニュー（有） 代表取締役　小川惠子4458
はーとあべにゅー 0586-77-1113

愛知県一宮市千秋町佐野字郷前５１番地２
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物品クリンネル多治見 林純司4459
くりんねるたじみ 0572-23-3307

岐阜県多治見市太平町５丁目２５番地

物品（株）新栄重機 代表取締役　今村政宏4460
しんえいじゅうき 0568-47-0210

愛知県小牧市常普請一丁目１２７番地

物品日本キャタピラー（合） 岐阜営業所長　武藤忍4462
にっぽんきゃたぴらー 058-384-1361

岐阜県各務原市各務おがせ町９－４１５

物品（有）サンユー商事 代表取締役　成畑浩則4465
さんゆーしょうじ 058-295-7779

岐阜県岐阜市太平町２丁目１１番地

物品（株）東海速記クラブ 代表取締役　加古修一4466
とうかいそっきくらぶ 052-603-4086

愛知県東海市富木島町北島１７番地

物品寿美工業（株）岐阜営業所 所長　間宮孝治4467
すみこうぎょうぎふえいぎょうしょ 0574-24-2266

岐阜県美濃加茂市蜂屋台一丁目５番地１３

物品カネタマ山田商店 山田登4470
かねたまやまだしょうてん 0574-43-0215

岐阜県加茂郡八百津町八百津３４６８番地１

物品（株）サイエンスネット 代表取締役　深井隆司4471
さいえんすねっと 0584-83-1167

岐阜県大垣市小野四丁目３５番地８株式会社サ仁ンスネット本社ビル２Ｆ

物品中部交通資材（株） 代表取締役　前川保4472
ちゅうぶこうつうしざい 0574-62-5548

岐阜県可児市今渡１６１９－８７

物品岐阜ＮＤＳ（株） 代表取締役　平野靖尚4474
ぎふえぬでぃえす 058-295-1071

岐阜県岐阜市菅生６丁目３－１１

物品（株）東利岐阜支店 支店長　安田康孝4477
とうりぎふしてん 0584-55-1211

岐阜県海津市南濃町山崎９６５番地２

物品大新東（株） 所長　川田　猛4479
だいしんとう 03-6731-9110

東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３

物品ＮＥＣネクサソリューションズ（株）中部支社 支社長　原田誠4480
えぬいーしーねくさそりゅーしょんずちゅうぶししゃ 052-222-2240

愛知県名古屋市中区錦一丁目１７番１号

物品（株）スズケン関支店 支店長　松下和憲4481
すずけんせきしてん 0575-24-1951

岐阜県関市栄町四丁目７番地

物品岐阜ヤナセ（株） 代表取締役　近藤登志満4483
ぎふやなせ 058-245-0151

岐阜県岐阜市金園町８丁目１１番地

物品富士産業（株） 代表取締役　中村　勝彦4484
ふじさんぎょう 03-5400-6111

東京都港区新橋５－３２－７　ＦＩビル
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物品（株）中西製作所岐阜営業所 所長　髙木浩太4486
なかにしせいさくしょぎふえいぎょうしょ 058-275-1027

岐阜県岐阜市六条江東１丁目１番３号

物品（株）ダイエイハービス 代表取締役　金山邦彦4488
だいえいはーびす 0576-35-2069

岐阜県下呂市金山町祖師野１０００－１０

物品（株）フジマック岐阜営業所 所長　新美直樹4489
ふじまっくぎふえいぎょうしょ 058-268-7201

岐阜県岐阜市茜部新所１丁目１０５番地２

物品（株）ゼンリン岐阜営業所 所長　近藤勝彦4490
ぜんりんぎふえいぎょうしょ 058-272-2002

岐阜県岐阜市薮田南１丁目６－３

物品（株）熊樹堂 代表取締役　佐藤嘉洋4493
くまきどう 058-271-0766

岐阜市加納前田町１０番地

物品相互電気商会 多田祐一4495
そうごでんきしょうかい 0574-43-0317

岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志２４６６－７

物品（株）交告商会 代表取締役　纐纈真崇4496
こうけつしょうかい 0574-43-1139

岐阜県加茂郡八百津町八百津３９４６－２

物品（有）各務自動車 代表取締役　各務清4498
かかみじどうしゃ 0574-43-0722

岐阜県加茂郡八百津町八百津２１６２番地２

物品ヴェオリア・ジェネッツ（株）中部支店 支店長　在原祐機4499
ヴぇおりあじぇねっつちゅうぶしてん 052-930-5513

愛知県名古屋市東区葵二丁目１５番３１号千種ニュータワービル

物品交告モータース 纐纈滋4500
こうけつもーたーす 0574-45-1015

岐阜県加茂郡八百津町久田見２８３４－４

物品（有）にしきオート 代表取締役　佐藤全洋4501
にしきおーと 0574-43-0955

岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志２２６６番地１

物品（株）ファノバ中部支店 支店長　黒川和善4502
ふぁのばちゅうぶしてん 052-459-3435

愛知県名古屋市中村区椿町１番１６号

物品（有）潮見自動車 代表取締役　纐纈康歳4504
しおみじどうしゃ 0574-42-1316

岐阜県加茂郡八百津町潮見１０４１－２４

物品ＮＥＣネッツエスアイ（株）岐阜営業所 支店長　佐々木俊幸4506
えぬいーしーねっつえすあいぎふえいぎょうしょ 058-263-6945

岐阜県岐阜市金町６丁目６番

物品（有）松浦モータース 松浦真澄4508
まつうらもーたーす 0574-43-0305

岐阜県加茂郡八百津町八百津８３７８番地１

物品（有）岩井自販 取締役　岩井秀倫4509
いわいじはん 0574-43-1230

岐阜県加茂郡八百津町八百津８３７０－１
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物品（有）岩井レンタリース 代表取締役　岩井秀倫4510
いわいれんたりーす 0574-43-1230

岐阜県加茂郡八百津町八百津８３７０－１

物品松浦自動車 松浦敬由4511
まつうらじどうしゃ 0574-45-1036

岐阜県加茂郡八百津町久田見２７２７番地２

物品富士フイルムシステムサービス（株）公共事業本部中部支店 支店長　足立孝之4512
ふじふいるむしすてむさーびすこうきょうじぎょうほんぶちゅうぶしてん 052-684-5153

愛知県名古屋市中区栄一丁目１２番１７号

物品長谷川産業（有） 取締役　渡邉直美4514
はせがわさんぎょう 0574-43-1008

岐阜県加茂郡八百津町八百津４１３６－２

物品アサヒプリテック（株）名古屋営業所 名古屋営業所長　佐野潤4516
あさひぷりてっくなごやえいぎょうしょ 0568-76-5984

愛知県小牧市大字上末字久治面２３５０

物品東洋計器（株）名古屋支店 支店長　小林和寛4517
とうようけいき 052-857-8451

愛知県名古屋市中村区澄池町１６番１４号

物品スギ防災設備 椙山公司4523
すぎぼうさいせつび 0574-43-0644

岐阜県加茂郡八百津町八百津２８６４番地１

物品東海オートドアー（株） 代表取締役　東山佳広4524
とうかいおーとどあー 058-271-4490

岐阜県岐阜市茜部菱野１丁目４８番地

物品井戸モータース 井戸克水4526
いどもーたーす 0574-45-1427

岐阜県加茂郡八百津町久田見２８５０

物品（株）ナスコ岐阜営業所 所長　栂野尾淳4530
なすこぎふえいぎょうしょ 058-200-4610

岐阜県岐阜市近島５－１－５

物品ＪＦＥ条鋼（株）水島製造所 常務執行役員　水島製造所長　桐谷厚志4533
じぇいえふいーじょうこうみずしませいぞうしょ 086-447-4266

岡山県倉敷市水島川崎通１丁目５番２

物品フジ地中情報（株）名古屋支店 支店長 藤綱睦啓4540
ふじちちゅうじょうほう 052-856-2268

名古屋市東区葵３－１５－３１

物品川重冷熱工業（株）中日本支社 支社長　高畑輝彦4544
かわじゅうれいねつこうぎょうなかにほんししゃ 052-509-1850

愛知県名古屋市西区市場木町３９０番地ミユキアネックスＩＩ

物品（株）中広 代表取締役　中島永次4545
ちゅうこう 058-247-2511

岐阜県岐阜市東興町２７番地

物品グリーンリメイク（株） 代表取締役　神山千郷4546
ぐりーんりめいく 058-274-7730

岐阜県岐阜市西鶉６丁目２５番地

物品（株）電算システム 代表取締役　高橋譲太4548
でんさんしすてむ 058-279-3456

岐阜県岐阜市日置江１丁目５８番地

   23 / 37



業 者 一 覧 表

業 者 連 番

住所

氏名漢字 代表者

氏名カナ 電話番号

基準年度

業種

申請外
法 人 番 号

令和 3年度 令和 4年 1月20日作成

物品国土情報開発（株） 代表取締役社長　羽田寛4550
こくどじょうほうかいはつ 03-5481-3000

東京都世田谷区池尻二丁目７番３号

物品日本工営（株）岐阜事務所 所長　比志島國明4551
にほんこうえいきふじむしょ 058-278-2375

岐阜県岐阜市薮田南１－５－１

物品（株）環境保全コンサルタント 代表取締役　大西喜代嗣4553
かんきょうほぜんこんさるたんと 052-524-0621

愛知県名古屋市西区名塚町一丁目１０５番地

物品（株）中部選挙設備 代表取締役　星野和厚4555
ちゅうぶせんきょせつび 052-414-0791

愛知県名古屋市中村区野田町字又部２８番地２

物品（株）福電事業 代表取締役　福井富力男4558
ふくでんじぎょう 0574-27-3101

岐阜県美濃加茂市本郷町七丁目８７９番地の１

物品（株）近畿日本ツーリスト中部岐阜支店 支店長　梶原秀夫4563
きんきにっぽんつーりすとちゅうぶぎふしてん 058-265-0203

岐阜県岐阜市神田町６丁目１１番地１

物品中部テレコミュニケーション（株） 代表取締役社長　宮倉康彰4566
ちゅうぶてれこみゅにけーしょん 052-740-9222

名古屋市中区錦Ｉ丁目１０番１号Ｍ１テラス名古屋伏見

物品日本教育情報機器（株） 代表取締役　熊田淳一4567
にほんきょういくじょうほうきき 03-3287-2181

東京都千代田区丸の内３丁目４番１号

物品（株）サンリーク名古屋営業所 所長　前出良治4569
さんりーくなごやえいぎょうしょ 052-211-8191

愛知県名古屋市中区丸の内３丁目７番２６号５Ｆ

物品中部トーハツ防災（株）岐阜営業所 営業所長　青山滋4573
ちゅうぶとーはつぼうさいぎふえいぎょうしょ 058-270-0216

岐阜県岐阜市柳津町上佐波西１丁目１１９番

物品（株）東洋スタビ 代表取締役社長　宗宮郷4574
とうようすたび 0585-32-3617

岐阜県揖斐郡大野町大字公郷３２６１番地１

物品（一社）日本家族計画協会 理事長　北村邦夫4576
にほんかぞくけいかくきょうかい 03-3269-4727

東京都新宿区市谷田町１－１０保健会館新館

物品十六リース（株） 代表取締役　白木幸泰4578
じゅうろくりーす 058-262-3116

岐阜県岐阜市神田町７丁目１２番地

物品（株）大建コンサルタント岐阜支社 取締役　支社長　日高昇4580
だいけんこんさるたんとぎふししゃ 058-254-8625

岐阜県岐阜市沖ノ橋２丁目３１番地

物品リスロン（株）　岐阜支店 支店長　青木正春4582
りすろんかぶしきがいしゃ　ぎふしてん 058-272-9111

岐阜市市橋４－１－６

物品（株）プロックス 代表取締役　豊田秀明4586
ぷろっくす 058-380-6661

岐阜県各務原市大野町６－１１９－５
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物品アシスト（株） 代表取締役　西村竹松4587
あしすと 052-908-0020

愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地

物品（有）マツダ 代表取締役　松田浩一4590
まつだ 0574-62-3611

岐阜県可児市川合２７３４番地の２

物品セントラルチャート（株）名古屋営業所 代表取締役　森光正4592
せんとらるちゃーとなごやえいぎょうしょ 052-223-0764

愛知県名古屋市中区丸の内１－１４－２４ライオンズビル第２丸の内９０３号

物品（株）オリス 代表取締役　山名健夫4593
おりす 025-283-4191

新潟県新潟市中央区鳥屋野３１０番地

物品ワタナベスポーツ 渡辺一行4596
わたなべすぽーつ 0574-25-0970

岐阜県美濃加茂市本郷町１－２－９

物品（株）日本漏防コンサルタント中部営業所 所長　家田善弘4599
にほんろうぼうこんさるたんとちゅうぶえいぎょうしょ 0587-96-6500

愛知県稲沢市稲沢町前田１８０－１

物品（株）チャイルド社 代表取締役　岡田欣也4600
ちゃいるどしゃ 058-247-1551

岐阜県岐阜市木ノ下町１丁目４－１

物品西日本電信電話（株）岐阜支店 支店長　児玉美奈子4602
にしにっぽんでんしんでんわぎふしてん 058-295-9451

岐阜県岐阜市梅ケ枝町２丁目３１番地

物品（株）プロデュースメディアＮＥＯ 代表取締役　久富信志4604
ぷろでゅーすめでぃあねお 0956-27-5011

長崎県佐世保市広田１丁目２８番７号グリーンハウス大下２０１

物品御棲コンクリートエ業（株） 代表取締役　森下哲也4605
みたけこんうりーとこうぎょう 0574-43-1551

岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志２８５０

物品シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 代表取締役　関口昌太朗4611
しだっくすだいしんとうひゅーまんさーびす 03-6731-9111

東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３

物品戸島工業（株） 代表取締役　荒川晶一4613
とじまこうぎょう 058-251-1141

岐阜県岐阜市本郷町５丁目１６番地

物品ケイティケイ（株）岐阜営業所 所長　金井賢晃4614
けいてぃけいぎふえいぎょうしょ 058-273-4557

岐阜県岐阜市江添三丁目８番２１号

物品（株）佐合木材 代表取締役　佐合隆治4615
さごうもくざい 0574-26-3111

岐阜県美濃加茂市古井町下古井４５０－１

物品（公財）岐阜県建設研究センター 理事長　宗宮裕雄4618
ぎふけんけんせつけんきゅうせんたー 0584-81-1331

岐阜県大垣市今宿６丁目５２番地１８

物品（株）日本エム・アイ・エー 代表取締役　成田篤4619
にほんえむあいえー 052-253-8896

愛知県名古屋市中区錦一丁目６番１８号Ｊ＊伊藤ビル４階
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物品（株）静環検査センター岐阜営業所 営業所長　花井徹4620
せいかんけんさせんたーぎふえいぎょうしょ 058-259-4600

岐阜県岐阜市細畑３－７－２１細畑１０２号室

物品（株）共栄美装下呂支店 支店長　熊崎克宗4621
きょうえいびそうげろしてん 0576-54-1044

岐阜県下呂市萩原町宮田９７７－１

物品環境未来（株）中部営業所 所長　三澤輝剛4622
かんきょうみらいちゅうぶえいぎょうしょ 052-979-4778

愛知県名古屋市東区東大曽根町２９番１１号

物品（株）アーキジオ飛騨 所長　田中昌樹4626
あーきじおひた 0577-36-7307

岐阜県高山市上一之町３６

物品道家工業（株） 代表取締役　道家忠広4628
どうけこうぎょう 058-271-3322

岐阜県岐阜市茜部辰新１丁目８８番地１

物品ワタキューセイモア（株）名古屋支店 支店長　山田正4629
わたきゅーせいもあなごやしてん 0561-83-4455

愛知県瀬戸市坊金町４６番地

物品（株）米津西部中濃支店 取締役　中濃支店長　古田時彦4630
よねづせいぶちゅうのうしてん 0574-26-5161

岐阜県可児市土田２５４１番地

物品（株）岐阜放送 代表取締役社長　山本耕4638
ぎふほうそう 058-264-1181

岐阜県岐阜市橋本町２－５２　岐阜シティタワー４３　４階

物品（有）東文堂 代表取締役社長　纐纈邦男4650
とうぶんどう 0574-25-2723

岐阜県美濃加茂市森山町３－１０－３０

物品（有）プロ・スタッフ 代表取締役　栗本真行4654
ぷろすたっふ 058-276-8171

岐阜県岐阜市薮田南５丁目１２番３

物品（株）セノン名古屋支社 支社長　三國浩司4657
せのん 052-561-6811

愛知県名古屋市中村区那古野１丁目４７番１号　名古屋国際センタービル

物品オイレスＥＣ０（株）名古屋支店 支店長　小林哲郎4661
おいれすえこなごやしてん 052-569-2788

名古屋市中村区名駅４－１７－３メイヨンビル５Ｆ

物品双光エシックス（株） 代表取締役　松浦文雄4663
そうこうえしっくす 052-979-7811

愛知県名古屋市東区芳野三丁目９番１７号

物品ＮＴＴ・ＴＣリース（株）東海支店 東海支店　支店長　野田礼史4664
えぬてぃてぃてぃしーりーすとうかいしてん 058-961-8075

愛知県名古屋市東区東桜１丁目１番１０号

物品（株）日本開発研究所三重 代表取締役　庄司勇木4665
にほんかいはつけんきゅうしょみえ 059-224-4316

三重県津市広明町１２１番地の２

物品岐阜ビル管理（株） 代表取締役　河合吉武4666
ぎふびるかんり 058-251-5844

岐阜県岐阜市桜木町１丁目３２番地
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物品第一電機工業（株） 代表取締役　林龍明4667
だいいちでんきこうぎょう 052-400-2685

愛知県名古屋市北区志賀町４丁目刀番地

物品エヌエス環境（株）中津川事務所 所長　平本耕二4669
えぬえすかんきょうなかつがわじむしょ 0573-64-2135

岐阜県中津川市中津川２４４７－１１２

物品安田化成（株） 代表取締役　安田秀次4672
やすだかせい 0574-53-2411

岐阜県加茂郡川辺町鹿塩１６４０－８

物品（株）滝市商店 代表取締役　滝定祐4674
たきいちしょうてん 052-551-3191

愛知県名古屋市名駅三丁目２３番１６号

物品税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所 代表社員　髙井法博4676
ぜいりしほうじんたくとたかいのりひろかいけいじむしょ 058-233-3333

岐阜県岐阜市打越５４６番地の２

物品（株）アクアテック 代表取締役　長尾彰4681
あくあてっく 0584-84-4641

岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１番地２

物品渡邉カンテイ事務所 代表　渡邉貴紀4684
わたなべかんていじむしょ 0574-28-1157

岐阜県可児市今渡１７０７番地１力ーサミユキ２０２号室

物品（株）協同測量社岐阜営業所 所長　原田泰4685
きょうどうそくりょうしゃぎふえいぎょうしょ 0573-56-4646

岐阜県恵那市山岡町上手向８４３－１

物品シフトプラス（株） 代表取締役　中尾裕也4688
しふとぷらす 06-6441-1155

大阪府大阪市西区江戸堀２－１－１江戸堀センタービル８階

物品（一社）日本経営協会中部本部 中部本部長　宮津和義4692
にほんけいえいきょうかいちゅうぶほんぶ 052-957-4173

愛知県名古屋市東区東桜１－１３－３ＮＨＫ名古屋放送センタービル１０階

物品まち楽房（有） 代表取締役　加藤武志4693
まちらぼ 052-613-7077

愛知県名古屋市瑞穂区直来町４－１６－１

物品（株）創建岐阜支店 岐阜支店長　渋谷匠4694
そうけんぎふしてん 058-268-6733

岐阜県岐阜市加納村松町１丁目７番地

物品（株）ニック 代表取締役　松浦豊喜4696
にっく 092-504-2489

福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号

物品（株）中日アド企画岐阜支社 支社長　小澤耕4698
ちゅうにちあどきかくぎふししゃ 058-265-6281

岐阜県岐阜市柳ケ瀬通一丁目１２番地岐阜中日ビルフＦ

物品ＮＥＷ　ＡＧＥ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 代表　穂積俊彦4700
にゅーえいじぷらんにんぐ 052-734-3066

愛知県名古屋市千種区小松町６－２６

物品（株）ハクトートータルサービス 代表取締役　白鳥頼利4701
はくとーとーたるさーびす 0265-78-8340

長野県上伊那郡南箕輪村８３６２番地４
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物品（株）宣通 代表取締役　津田郁夫4703
せんつう 052-979-1600

愛知県名古屋市東区東桜二丁目１６番２７号

物品（株）ワトワメディカル 代表取締役　春日宏一4705
わとわめでぃかる 0562-44-2711

愛知県大府市横根町坊主山１番地の１４１

物品（株）トイ・ファーム 代表取締役　矢島幹也4706
といふぁーむ 0574-63-9063

岐阜県可児市石井６５番地１

物品ランドブレイン（株）岐阜事務所 所長　伊藤克洋4707
らんどぶれいんぎふじむしょ 058-255-2530

岐阜県岐阜市此花町６－８

物品（有）スタッフプランニング 取締役　幾島道宣4708
すたっふぷらんにんんげ 052-711-5959

愛知県名古屋市千種区松軒一丁目５番１７号

物品ユニオンテック（株） 代表取締役　安部源太郎4709
ゆにおんてっく 058-274-5361

岐阜県岐阜市中鶉一丁目３０番１号

物品名鉄観光サービス（株）岐阜支店 支店長　中島優人4711
めいてつかんこうさーびすぎふしてん 058-265-8103

岐阜県岐阜市神田町７－１ＭＣビル２階

物品（株）りサイクル中部 日沖悟4713
りさいくるちゅうふ 0574-28-0132

岐阜県加茂郡坂祝町取組１９９

物品日本原料（株）名古屋営業所 支店長　瀬田和俊4714
にほんげんりょうなごやえいぎょうしょ 052-761-5533

愛知県名古屋市千種区春岡１丁目１－２

物品ＮＤネットサービス（有） 代表取締役　鈴木宏隆4719
えぬでぃねっとさーびす 072-229-5252

大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５

物品（株）ユイテック 代表取締役　森康成4720
ゆいてっく 058-322-3322

岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田２丁目４３番地の２

物品カネコ（株） 代表取締役　金子重伸4725
かねこ 0575-82-2344

岐阜県郡上市白鳥町白鳥１０６３番地の１４

物品岐阜不動産鑑定所 所長　小島正三4729
ぎふふどうさんかんていしょ 058-233-2281

岐阜県岐阜市光町2丁目33番地の2

物品ジャパンエレベーターサービス東海（株） 代表取締役　山岡顕4730
じゃぱんえれべーたーさーびすとうかい 052-265-8000

愛知県名古屋市中区錦２一巧一１５

物品（株）エーピー 大野しげ子4732
えーぴー 0575-28-6314

岐阜県関市上白金１１９２－５

物品日本通信紙（株）名古屋支店 支店長　和田幸正4735
にほんつうしんしなごやしてん 052-654-7310

愛知県名古屋市熱田区一番２－２－６
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物品（株）ＣＲＩＥ 川上知美4736
くりえ 052-229-8308

愛知県名古屋市中区丸の内２－１７－２６

物品マルミ鉄工所 事業主　水口昭三4738
まるみてっこうしょ 0577-52-2085

岐阜県高山市久々野町長淀２９８－１

物品（有）リタッグ 代表取締役　平田純一4739
りたっぐ 0574-24-0318

岐阜県美濃加茂市本郷町九丁目９番２８号

物品（株）ＯＫＢ総研 取締役社長　青木義実4741
おおけいびいそうけん 0584-74-2611

岐阜県大垣市郭町２丁目２５番地

物品（株）日本サーモエナー中部支社 支社長　末廣学4742
にほんさーもえなーちゅうぶししゃ 052-509-5211

愛知県名古屋市西区上小田井１－３３３

物品美敏エクスプレス 代表　林いずみ4743
みさとえくすぷれす 058-247-8778

岐阜県岐阜市琴塚１丁目６番１５号

物品（株）ティーブイエスネクスト 代表取締役社長　川﨑三千夫4744
てぃーぶいえすねくすと 052-322-6541

愛知県名古屋市中区上前津２丁目１４番１５号

物品（株）ビーコンラーニングサービス 代表取締役　近藤雅人4748
びーこんらーにんぐさーびす 03-6231-1670

東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番１号

物品メーキュー（株） 代表取締役　山本裕康4750
めーきゅー 052-770-2221

愛知県名古屋市守山区大字下志段味字池田８１０番地

物品（株）データホライゾン 代表取締役　内海良夫4751
でーたほらいぞん 082-279-5550

広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号広島ミクシス・ビル

物品（株）アクト 代表取締役　橋本渡4757
あくと 0572-24-6511

岐阜県多治見市白山町五丁目１７－３

物品（株）丹青社 代表取締役　髙橋貴志4761
たんせいしゃ 03-6455-8151

東京都港区港南一丁目２番７０号

物品大阪ガスセキュリティサービス（株） 代表取締役社長　遠山雅夫4763
おおさかがすせきゅりてぃさーびす 06-6306-2061

大阪府大阪市淀川区十三本町三丁目６番３５号

物品大栄環境（株） 代表取締役　金子文雄4764
だいえいかんきょう 0725-54-3061

大阪府和泉市テクノステージニ丁目３番２８号

物品三重中央開発（株） 代表取締役　平井俊文4765
みえちゅうおうかいはつ 0595-20-1119

三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地

物品春日井機工（株） 代表取締役　春日井良夫4768
かすがいきこう 0586-72-8895

愛知県一宮市両郷町３丁目２８番地
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物品（株）サイネックス 代表取締役社長　村田吉優4769
さいねっくす 06-6766-3363

大阪府大阪市天王寺区上本町５丁目３番１５号

物品ティーペック（株） 代表取締役　鼠家和彦4772
てぃーぺっく 03-3839-1100

東京都台東区上野５－６－１０

物品（株）スマートバリュークラウドイノベーションＤｉｖｉｓｉｏｎ DivManager大脇正人4775
すまーとばりゅーくらうどいのべーしょんでぃびじょん 06-6448-8446

大阪市西区靭本町二丁目３番２号なにわ筋本町ＭＩＤビル４階

物品（株）地域計画建築研究所名古屋事務所 名古屋事務所長　畑中直樹4777
ちいきけいかくけんちくけんきゅうしょなごやじむしょ 052-462-1030

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目２７番２号日本生命笹島ビル

物品（株）インソース名古屋支社 支社長　今西健4778
いんそーすなごやししゃ 052-204-0700

愛知県名古屋市中区錦１－１３－２６名古屋伏見スクエアビル２階

物品（株）フソウ名古屋支店 支店長　森下宏信4780
ふそうなごやしてん 052-369-2581

愛知県名古屋市中川区広住町５－２２

物品濃尾電機（株） 代表取締役　中島浩貴4783
のうびでんきぶしきがいしゃ 058-272-7211

岐阜県岐阜市宇佐南二丁目３番８号

物品（株）ボーダーリンク 代表取締役　安井康真4784
ぼーだーりんく 048-631-0230

埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目１６番地ＩＡＣＲＯＳＳ８階

物品（株）農協観光　可児支店 支店長　大西等4785
のうきょうかんこう 0574-62-1070

岐阜県可児市広見５－９３

物品山下不動産鑑定（株）岐阜支店 支店長　長谷川弘一4787
やましたふどうさんかんていぎふしてん 058-265-0563

岐阜県岐阜市小熊町一丁目２０番地

物品東芝インフラシステムズ（株）中部支社 統括責任者　横田昭4790
とうしばいんふらしすてむずちゅうぶししゃ 052-564-9194

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番３号

物品（株）城南メンテナンス名古屋営業所 所長　佐貫泰弘4791
じょうなんめんてなんすなごやえいぎょうしょめ、 052-508-4131

愛知県名古屋市西区中小田井４－４７８

物品（株）ワークシステムサービス 代表取締役　滝澤宗臣4794
わーくしすてむさーびす 052-779-8777

愛知県名古屋市名東区猪子石３丁目１１３番地

物品スイトトラベル（株） 取締役社長　梅村和行4795
すいととらべる 0584-78-7155

岐阜県大垣市旭町３丁目１１番地

物品則竹運輸（株）美濃加茂営業所 代表取締役　則竹晃司4800
のりたけうんゆ 0574-49-8010

岐阜県美濃加茂市太田町２５７０－１

物品（株）トータルメディア開発研究所 代表取締役　山村健一郎4801
とーたるめでぃあかいはつけんきゅうしょ 03-3221-5558

東京都千代田区紀尾井町３番２３号
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物品愛信警備保障（株） 代表取締役　水谷豪紀4802
あいしんけいびほしょう 058-398-4864

岐阜県羽島市舟橋町出須賀１丁目８番地

物品（株）ジェイエスキューブ　第五営業本部 部長　牧ヶ谷邦博4804
じぇいえすきゅーぶ 052-269-1773

愛知県名古屋市中区栄３丁目１番１号

物品（株）議事録発行センター 代表取締役　友野泰志4807
ぎじろくはっこうせんたー 086-255-1332

岡山県岡山市北区局柳西町１番２３号

物品（株）ポルテ 代表取締役　山田真一4808
ぽるて 0574-26-4123

岐阜県可児市土田５３４３番地

物品（一財）日本建設情報総合センター 理事長　深澤淳志4809
にほんけんせつじょうほうそうごうせんたー 03-3505-2981

東京都港区赤坂五丁目２番２０号

物品大和産業（株） 代表取締役　岩瀬豊美5073
だいわさんぎょう 0952-30-5792

佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目５－１９

物品（株）カカム 代表取締役　各務晋生5080
かかむ 0572-23-0397

岐阜県多治見市日の出町２丁目２１番地の１

物品（株）エムティーアイ 代表取締役　前多俊宏5088
えむてぃーあい 03-5333-6789

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号

物品ワールド企画（有） 代表取締役　仲宗根求美5089
わーるどきかく 06-6485-8708

大阪市北区梅田１－１１－４－７００

物品ナカシャクリエイナノ（株）岐阜営業所 所長　坂本範基5093
なかしゃくりえいなぶぎふえいぎょうしょ 058-379-3582

岐阜県各務原市鵜沼南７－１４７

物品（有）アシストコム 代表取締役　宇田　晃5094
あしすとこむ 052-322-5362

愛知県名古屋市中区金山１丁目９番１９号

物品（特非）グローバル教育推進機構中京支部 理事　中園潔5097
ぐろーばるきょういくすいしんきこうちゅうきょうしぶ 052-684-6274

愛知県名古屋市中区大須１－７－１４パーク１Ｍビル２階

物品クリーンみのかも（有） 曽我禎智5098
くりーんみのかも 0574-26-3528

岐阜県美濃加茂市中富町３丁目６番２６号

物品水ｉｎｇエンジニアリング（株）中部支店 支店長　今枝光彰5099
すいんぐえんじにありんぐちゅうぶしてん 052-951-6671

愛知県名古屋市中区新栄町二丁目４番地

物品こうけつでんき 纐纈幸康5101
こうけつでんき 0574-45-1615

岐阜県加茂郡八百津町久田見２７３５－１

物品シンレキエ業（株）名古屋出張所 所長　松藤啓一5103
しんれきこうぎょうなごやしゅっちょうじょ 052-918-2322

愛知県名古屋市緑区潮見が丘２丁目１９８番
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物品東亜グラウトエ業（株）中部支店 支店長　大矢憲5106
とうあぐらうとこうぎょうちゅうぶしてん 052-842-8595

愛知県名古屋市天白区笹原町５０８番地

物品（株）テスコム大阪営業所 所長　田平俊彦5110
てすこむおおさかえいぎょうしょ 06-6155-8926

大阪府大阪市淀川区西中島６丁目３番２４号北白石ビル西館４Ｆ

物品（株）東洋食品 代表取締役　荻久保英男5112
とうようしょくひん 03-3836-1291

東京都台東区東上野１－１４－４

物品（株）中嶋設備 代表取締役　中ψ鳥浩紀5113
なかしませつび 0574-25-2775

岐阜県美濃加茂市森山町三丁目１２番１０号

物品Ｎｅｘｔ－ｉ（株）名古屋支店 代表　藤井文彦5115
ねくすとあいなごやしてん 052-446-5305

愛知県名古屋市中村区名駅二丁目３５番２２号

物品岐阜電力（株） 代表取締役　下田平真樹5119
ぎふでんりょく 058-264-3006

岐阜県岐阜市金町６丁目２１番地岐阜ステーションビル部皆

物品やおつ米穀 纐纈義則5120
やおつべいこく 0574-43-0443

岐阜県加茂郡八百津町八百津８２１２－２

物品（株）共亮興業 代表取締役　中川良美5122
きょうりょうこうぎょう 0584-74-7313

岐阜県大垣市三塚町３８２番地５

物品（株）リトルクリエイティブセンター 代表取締役　今尾　真也5125
りとるくりえいてぃぶせんたー 058-214-2444

岐阜県岐阜市神田町６丁目１６－２

物品（株）イーセル 代表取締役　堀田剛5126
いーせる 082-270-0358

広島県広島市西区井口五丁目６番４号

物品（株）ＮＴＴドコモ東海支社岐阜支店 岐阜支店長　河内雄輔5129
えぬてぃてぃどこもとうかいししゃぎふしてん 058-252-6664

岐阜県岐阜市香蘭一丁目２番地

物品（株）文溪堂 取締役　ICT事業本部長　加藤達也5130
ぶんけいどう 058-398-7508

岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目１番地

物品（有）広晃社 代表取締役　杉浦祐一5131
こうこうしゃ 0572-54-4447

岐阜県土岐市泉大島町２丁目２２番地

物品アポロ補聴器 森岡智己5132
あぽろほちょうき 0573-59-4224

岐阜県恵那市長島町永細１２１番地

物品ＳＵＮ　ＴＥＣＨ（株） 代表取締役社長　脇本洋司5134
さんてっく 058-322-7421

岐阜県瑞穂市十九条４９４番地１

物品スマイルラボ岐阜（株） 代表取締役　森祐司5135
すまいるらぼぎふ 058-239-9522

岐阜県岐阜市秋沢２丁目１６８番地
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物品（株）メフォス 代表取締役　岡田泰紀5143
めふぉす 03-6234-7600

東京都港区赤坂２丁目２３番１号

物品三和シャッターエ業（株）多治見営業所 所長　井伊健5145
さんわしゃったーこうぎょうたじみえいぎょうしょ 0572-22-9395

岐阜県多治見市池田町１丁目２３番地

物品（株）アルボース名古屋支店 支店長　岩崎克俊5146
あるぼーすなごやしてん 052-533-8008

愛知県名古屋市西区新道１－２１－１３

物品（株）富士通工フサスビジネス部門業務推進統括部 統括部長　角矢茂雄5147
ふじつうえふさすびじねすぶもんぎょうむすいしんとうかつぶ 03-5747-9300

東京都品川区西品川１丁目１番１号

物品京都税理士法人 代表社員　江後慎太郎5148
きょうとぜいりしほうじん 075-693-6363

京都府京都市南区吉祥院九条町３０番地１江後経営ビル

物品（株）エイムス 代表取締役　杉本富士男5149
えいむす 052-409-8989

愛知県清須市春日八幡南４５番地

物品新太田タクシー（株） 代表取締役　澤田幸博5150
しんおおたたくしー 0574-25-2105

岐阜県美濃加茂市太田町４３６１番地

物品（株）話し方教育センター 代表取締役　千名友貴5151
はなしかたきょういくせんたー 03-5777-1874

東京都港区新橋四丁目３０番６号

物品中川製袋化工（株）長浜工場 工場長　小森真和5152
なかがわせいたいかこうながはまこうじょう 0749-65-7501

滋賀県長浜市祗園町字対ノ御前７７３番

物品（株）小見山家具製作所営業本部 本部長　小見山与志夫5153
こみやまかぐせいさくしょえいぎょうほんぶ 058-387-4161

岐阜県羽島郡笠松町友楽町７－１

物品（株）国際開発コンサルタンツ岐阜事務所 所長　山本孝5154
こくさいかいはつこんさるたんつぎふじむしょ 0574-66-6122

岐阜県可児市若葉台３丁目１６６番地

物品日本ソフト開発（株） 代表取締役社長　蒲生仙治5155
にほんそふとかいはつ 0749-52-3811

滋賀県米原市米原西２３番地

物品（株）アシスト 代表取締役　桐山誠士5156
あしすと 058-275-0205

岐阜県岐阜市加納清野町２０番地

物品（有）日本一安い買の店 代表取締役　三重野丈一5157
にほんいちやすいわなのみせ 097-583-6767

大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２

物品（株）情報基盤開発 代表取締役　鎌田長明5158
じょうほうきばんかいはっ 0120-922-552

東京都文京区本郷２－２７－１８本郷ＢＮビル５階

物品ピツニーボウズジャパン（株）大阪支店 大阪支店長　西岡伸晃5159
ぴつにーぼうずじゃぱんおおさかしてん 06-6264-2500

大阪府大阪市中央区安土町２－３－１３大阪国際ビルディング１４階
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物品サンエス（株） 代表取締役　増田将吾5160
さんえす 058-276-8001

岐阜県岐阜市茜部中島三丁目４４番地

物品ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）岐阜ビジネス営業部 岐阜ビジネス営業部長5161
えぬてぃてぃびじねすそりゅーしょんずぎふびじねすえいぎょうぶ 058-216-4083

岐阜県岐阜市梅ケ枝町２丁目３１

物品アセス（株）岐阜支店 支店長　井戸憲一郎5162
あせすぎふしてん 058-215-1500

岐阜県羽島郡岐南町上印食７丁目９４－３

物品（株）エネファント 代表取締役　磯崎顕三5163
えねふぁんと 0572-26-9336

岐阜県多治見市下沢町３丁目３５－１

物品和光通信（株） 代表取締役　森本豊5164
わこうつうしん 058-233-1763

岐阜県岐阜市菅生７丁目３番２４号

物品（株）ゴエンズ 代表取締役　中島等5165
ごえんず 058-268-6870

岐阜県岐阜市東川手１丁目８２番地翔ひがしかわてＩＩ　Ｄ号室

物品おそうじ３４６ 谷村三四郎5166
おそうじさんしろー 0574-50-2212

岐阜県可児市若葉台８丁目１５５

物品（有）サンライト 取締役　倉田健嗣5167
さんらいと 0586-73-8041

愛知県一宮市猿海道１丁目７番６号

物品（有）岐阜ターフメンテナンス 代表取締役　田中利康5168
ぎふたーふめんてなんす 0574-60-2905

岐阜県可児市石森２７－２

物品（株）アド・プロ 代表取締役　上村秀史5169
あどぷろ 058-263-5141

岐阜県岐阜市朝日町１－２

物品リエスパワーネクスト（株） 代表取締役　青木博幸5170
りえすぱわーねくすと 03-5960-8130

東京都豊島区東池袋４丁目２１番１号

物品エネサーブ（株） 代表取締役　井上博司5171
えねさーぶ 077-543-6330

滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号

物品（株）セイノー商事 代表取締役社長　野水優治5172
せいのーしょうじ 0584-82-6111

岐阜県大垣市田口町１番地

物品（株）ＴＯＩＬ 代表取締役　安井太志5173
といる 0586-64-8583

愛知県一宮市北方町北方字東本郷下１０２

物品安田建設（株） 代表取締役　田口絢5174
やすだけんせつ 0574-76-2046

岐阜県加茂郡白川町上佐見１３１番地

物品東濃アスコン 代表取締役　日沖悟5175
とうのうあすこん 0574-28-0132

岐阜県加茂郡坂祝町取組１９９
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物品ソフトバンク（株） 代表取締役　今井康之5176
そふとばんく 03-6889-2699

東京都港区海岸１丁目７番１号

物品（株）テラジマ電機 代表取締役　寺嶋義男5177
てらじまでんき 058-201-1850

岐阜県岐阜市東中島２丁目２－８

物品（有）ハヤシバス 代表取締役　林憲一5178
はやしばす 0574-53-6390

岐阜県加茂郡川辺町石神３４２番地３

物品田中電気（株） 代表取締役　田中良一5179
たなかでんき 03-3253-2811

東京都千代田区外神田１丁目１５－１３

物品轟産業（株）岐阜営業所 所長　近藤淳也5180
とどろきさんぎょうぎふえいぎょうしょ 058-268-2140

岐阜県岐阜市加納栄町通１丁目６國枝ビル２階

物品（株）あんしんサポート 代表取締役　古賀　功一5181
あんしんさぽーと 092-843-1881

福岡県福岡市城南区飯倉１丁目６－２５

物品オオタカンテイ 代表　太田洋一5182
おおたかんてい 050-5470-9185

岐阜県岐阜市蔵前２丁目２－５－１Ａ

物品（有）コモアルアイ 小森佳代5183
こもあるあい 0574-62-0598

岐阜県可児市中恵土１６６８番地の１

物品華陽オートテック（株） 代表取締役　大野収5184
かようおーとてっく 058-389-0233

岐阜県各務原市金属団地４３番地

物品（株）協和安全 代表取締役　坪井一平5185
きょうわあんぜん 0585-45-6711

岐阜県揖斐郡池田町片山２２７７番地の２

物品平手公認会計士事務所 所長　平手仁5186
ひらてこうにんかいけいしじむしょ 0568-72-3852

愛知県小牧市大字岩崎１９２２番地

物品三晃工業（株） 代表取締役　山梶章5187
さんこうこうぎょう 06-6555-7052

大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１５番２６号

物品（株）朝日エンジニアリング名古屋営業所 取締役　所長　岡田健介5188
あさひえんじにありんぐなごやえいぎょうしょ 052-201-3611

愛知県名古屋市中区栄１丁目１３－２愛織第２ビル２階

物品（株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ 代表取締役　吉村利一5189
とーたるりあるてぃあどばいざーず 03-5575-7505

東京都港区赤坂３丁目２１番２１号

物品（株）ＷＩＴＨＷＩＮ 代表取締役　杉浦正典5190
うぃずいん 0566-97-8569

愛知県安城市東栄町３丁目８１６番地７

物品（株）ＪＴＢ岐阜支店 支店長　木崎真樹5191
じぇいてぃーびーぎふしてん 058-264-7911

岐阜県岐阜市吉野町６丁目１６大同生命廣瀬ビル２Ｆ
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物品（株）デンソー 取締役社長　有馬浩二5192
でんそー 0566-55-0178

愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地

物品（株）アスライズ 代表取締役　淺田佳史5193
あすらいず 0572-21-3880

岐阜県多治見市若松町３丁目３３番地多治見ミノルビル２０２

物品ＳＡＮＳ　ＴＩＴＲＥ 伊佐治智基5194
さんてぃとる 080-4532-7866

岐阜県加茂郡八百津町八百津３９３８番地３

物品富士通Ｊａｐａｎ（株）岐阜支店 支店長　齋藤傑5195
ふじつうじゃぱん 058-252-3911

岐阜県岐阜市橋本町２丁目８番地

物品（株）ＮＴＴフィールドテクノ岐阜営業所 取締役　岐阜営業所長　鈴木勝晶5198
えぬてぃてぃふぃーるどてくのぎふえいぎょうしょ 058-201-0005

岐阜県岐阜市ハツ寺町一丁目１５番地

物品ソシオフードサービス（株）中部支店 支店長　髙橋博士5199
そしおふーどさーびすちゅうぶしてん 052-746-9216

愛知県名古屋市中区大須１丁目３５－１８一光大須ビル２Ｆ

物品葉隠勇進（株）中部支店 支店長　髙橋博士5200
はがくれゆうしんちゅうぶしてん 052-746-9215

愛知県名古屋市中区大須１丁目３５－１８一光大須ビル２Ｆ

物品（株）アイネス中部支社 支社長　市川聡5201
あいねす 052-566-3001

愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目１７番２３号

物品東栄電業（株） 代表取締役社長　澤田昭一5202
とうえいでんぎょう 058-247-4331

岐阜市入舟町四丁目３８番地の１

物品（株）ＳＯＬＡ 代表取締役　矢澤克彦5203
そら 0265-49-5755

長野県飯田市鼎切石４３９１番地１

物品（株）キャンサースキャン 代表取締役　福吉潤5204
きゃんさーすきゃん 03-6420-3390

東京都品川区西五反田１丁目３番８号

物品日本空調サービス（株）岐阜支店 支店長　篠田寿一5205
にほんくうちょうさーびすぎふしてん 058-248-9881

岐阜県岐阜市石長町５丁目３番地

物品東濃コアー（株） 代表取締役　河野裕仁5206
とうのうこあー 0573-28-2618

岐阜県恵那市武並町竹折１６９５－１

物品（株）明日葉 代表取締役　大隈太嘉志5207
あしたば 03-3452-3350

東京都港区芝四丁目１３－３ＰＭ０田町東１０Ｆ

物品中日本建設コンサルタント（株）岐阜事務所 所長　武藤薫5208
なかにほんけんせつこんさるたんとぎふじむしょ 058-276-2691

岐阜県岐阜市市橋三丁目８番３号

物品ジャトー（株）中部営業所 所長　中村宏貴5209
じゃとーちゅうぶえいぎょうしょ 052-589-6240

愛知県名古屋市西区名駅３丁目６番２０号福田ビル１階
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物品（有）エイ・エス・ピー設備 代表取締役　吉村修5210
えいえすぴーせつび 058-272-4187

岐阜県岐阜市加納神明町４Ｔ目７番地１

物品（株）岐阜県環境研究所 代表取締役　村山徳定5211
ぎふけんかんきょうけんきゅうじょ 0575-29-7777

岐阜県美濃市極楽寺８７２番地２

物品（株）アイテックリサーチ 代表取締役　藤本浩一5212
あいてっくりさーち 0568-41-6226

愛知県小牧市小松寺二丁目１５３番地

物品産政商事 三枝小百合5213
さんせいしょうじ 055-236-8307

山梨県甲府市国母４丁目１５－１５岡崎ビル２Ｆ

物品（株）シティツアーズ 代表取締役　日比幹5214
してぃつあーず 052-563-0180

愛知県名古屋市西区幅下２丁目１８－１０

物品（株）ＰＯＵＳＳＥ 武藤貴子5216
ぷーす 090-2922-8959

岐阜県加茂郡八百津町八百津３６０７番地８

物品マーソ（株） 代表取締役社長　西野恒五郎5217
まーそ 03-6435-6692

東京都港区虎ノ門４丁目３番１号城山トラストタワー１７階

物品アイリスオーヤマ（株） 代表取締役　大山晃弘5218
あいりすおーやま 022-221-3400

宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号

物品（株）トオヤマ 代表取締役　遠山重徳5219
とおやま 058-265-2729

岐阜県岐阜市笹土居町２７番地

物品（株）ゴーアヘッドワークス 代表取締役　蒲優祐5220
ごーあへっどわーくす 0577-36-1001

岐阜県高山市松本町４１８－６

物品中部エコバイオ（合） 代表社員　上浜諒5221
ちゅうぶえこばいお 0568-54-2751

愛知県小牧市大字本庄８３８番地１

物品（株）エスラインギフ 代表取締役社長　堀江繁幸5222
えすらいんぎふ 058-245-3131

岐阜県羽島郡岐南町４丁目６８番地

物品（株）グラファー 代表取締役　石井大地5223
ぐらふぁー 03-3405-7007

東京都渋谷区千駄ケ谷一丁目２番３号

物品（株）チューキョーＰ＆Ｇ 代表取締役　小池重善5224
ちゅーきょーぴーあんどじー 058-275-5211

岐阜県岐阜市西鶉２丁目３５番地の２

物品ハーベストネクスト（株） 代表取締役　脇本実5225
はーべすとねくすと 045-336-1120

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２丁目１２０

物品レスクル（株）可児営業所 代表取締役　鶴田誠5226
れすくるかにえいぎょうしょ 0574-66-5252
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