
登録番号 所在地 名称

000000586 岐阜県岐阜市六条北４ー１０ー１９ アース・クリエイト（有）

000000001 岐阜県各務原市上戸町３ー１６８ 愛岐工業（株）

000001042 愛知県小牧市西島町１０６番地 （株）アイギス

000001043 岐阜県大垣市万石２丁目３１番地 アイケイサービス（株）

000001078 愛知県江南市力長町大当寺１２８番地 （株）アイチケン

000000972 愛知県一宮市開明字東沼１３ー３ 愛知システムサービス（株）

000000002 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 愛知時計電機（株）名古屋支店

000000772 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番１０号 アイテック（株）

000000003 愛知県名古屋市中川区月島町６ー１ 青木あすなろ建設（株）名古屋支店

000000005 岐阜県可児市塩１１４１ー１ 青葉工業（株）岐阜営業所

000000006 岐阜県安八郡安八町森部７８６ （株）赤尾工務店

000000587 岐阜県岐阜市茜部本郷１ー４３ー２ （株）アキテック

000000397 愛知県名古屋市中区新栄１丁目７番７号 ＊耕機（株）

000001237 岐阜県揖斐郡池田町田畑９２番３ アクア（株）

000001067 岐阜県郡上市八幡町稲成１０４５ （株）あくだテック

000000588 岐阜県美濃加茂市川合町３ー１ー８ 曙開発（株）美濃加茂支店

000001121 岐阜県羽島市小熊町外粟野２ー５３ （株）浅川設備

000000756 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目６番１号サン納屋橋ビル （株）淺沼組　名古屋支店

000000849 愛知県名古屋市中区錦１丁目７番３４号 浅野アタカ（株）中部支店

000000008 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄９６７ （株）浅野組

000000951 岐阜県岐阜市東改田字再勝６２番地１ （株）浅乃設備

000000590 愛知県名古屋市北区玄馬町149 （株）朝日機器エンジニアリング

000000010 岐阜県岐阜市清住町一丁目４番地篠田ビル２階 （株）朝日工業社　岐阜営業所

000000011 岐阜県岐阜市早田栄町４ー２８ 朝日設備工業（株）

000000012 岐阜県大垣市若森町１ー１２１８ 朝日電気（株）

000000013 愛知県名古屋市中村区本陣通４ー４８ 朝日電気工業（株）

000001034 岐阜県大垣市波須１ー４４０ー１ アシタバ（株）

000000014 愛知県名古屋市中村区那古野１丁目３８番１号 芦森エンジニアリング（株）名古屋営業所

000001165 岐阜県岐阜市長良１３２ー１ー７０２ （株）アスア

000000016 愛知県名古屋市千種区内山３丁目１０の１７今池セントラルビル３階Ｄ室（株）東産業　名古屋営業所

000001230 東京都港区芝浦４ー１６ー２３ （株）アセント

000000591 岐阜県各務原市前渡西町１０６１ー１ 足立建設（株）

000001166 愛知県名古屋市昭和区駒方町４丁目２４番地 足立建設（株）

000000018 岐阜県岐阜市加納新本町３丁目１番地１ 足立工業（株）岐阜営業所

000000019 岐阜県岐阜市茜部菱野４ー１３４ アプロ通信（株）

000000021 岐阜県岐阜市六条大溝３ー１３ー３ （株）安部日鋼工業

000000593 岐阜県中津川市福岡１０８１ー１２ 安保建設（株）

000000729 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 アマノ（株）

000000844 岐阜県恵那市長島町中野４４９ー１３ （株）アミックスコム

000000022 神奈川県横浜市港北区新羽町１９２６ アムコン（株）

000000023 石川県金沢市西泉３丁目９２番地 アムズ（株）

000000594 岐阜県高山市大新町２ー２０５ー１０ （株）新井組

000000595 岐阜県大垣市犬ケ渕町６０ー３ （株）新井工務店

000000787 岐阜県大垣市中野町２丁目４番地 アンシンク（株）大垣店

000000025 岐阜県岐阜市則武中１ー９ー１１ （株）安全

000000026 岐阜県可児市川合２０６ 安全防水工事（株）可児営業所

000000190 岐阜県関市下有知２７７８ー４ ａｎｄ（株）岐阜支店

000000968 岐阜県岐阜市清住町一丁目四番地 （株）安藤・間　岐阜営業所

000000028 岐阜県大垣市小泉町２９２ー１ （有）安藤産業

000001272 岐阜県大垣市赤花町１丁目４５番地 （株）いえ・ＶＩＳＩＯＮ　大垣営業所

000001148 岐阜県多治見市赤坂町６ー２ー９８ （株）池田産業　本店
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000001149 京都府宮津市字滝馬７０５ 池田電気（株）

000000029 岐阜県大垣市本今６ー５８ （株）イシイ

000000030 愛知県名古屋市中区錦２ー４ー３ （株）石垣　名古屋支店

000000031 岐阜県不破郡垂井町綾戸５４５ 石川設電（株）

000000596 愛知県名古屋市千種区春岡２ー２７ー１８ 石黒体育施設（株）

000000690 岐阜県恵那市大井町２０８７番地の２２１ イシデンエンジニアリング（株）

000000032 岐阜県中津川市千旦林１１８ー８４ 石原電機工業（株）

000000597 岐阜県揖斐郡池田町本郷１０９４ー６ 泉建設工業（株）

000000952 岐阜県岐阜市菅生６丁目９番１７号 （株）イズミ通信

000000868 愛知県名古屋市中村区藤江町三丁目１６３番地 （株）磯村　名古屋営業所

000000034 岐阜県岐阜市鹿島町６ー２７ （株）市川工務店

000000035 愛知県一宮市せんい１丁目２番１９号 （株）イチテック

000000036 岐阜県可児市川合２７４９ー９ 市原産業（株）

000000037 岐阜県岐阜市則松５ー１１６ー２ 一松電気工事（株）

000000038 岐阜県養老郡養老町飯田１３３３ 伊藤建工（株）

000000039 岐阜県海津市海津町馬目４０４番地３ （株）伊藤工務店

000000040 岐阜県養老郡養老町飯田１３３８ 伊藤商事（株）

000000041 岐阜県安八郡輪之内町福束２１６３番地 （有）伊藤設備

000000043 岐阜県瑞穂市別府１０６７ 井戸忠工業（株）

000000598 愛知県稲沢市池部町２ー８３ イナザワ防災（株）

000000045 岐阜県本巣市文殊６７８ー１ 井納建設（株）

000001246 岐阜県大垣市築捨町３ー１０２ （株）イビソク

000000046 岐阜県大垣市木戸町１１２２ イビデンエンジニアリング（株）

000000047 岐阜県大垣市河間町３ー５５ イビデングリーンテック（株）

000000048 岐阜県大垣市友江２ー１１０ー１ 今津管工（株）

000000049 岐阜県岐阜市折立字長瀬４５３ー１ 岩井建設（株）

000000050 岐阜県可児市柿下２ー１ （株）岩城

000000974 岐阜県羽島郡笠松町米野字西起７６ （株）岩倉工務店

000000599 岐阜県高山市昭和町３ー７８ー３ （株）岩佐鐵工所

000000747 愛知県名古屋市中区錦１丁目１８番２４号 岩田地崎建設（株）名古屋支店

000000052 岐阜県羽島市新生町１ー１５ イワタニ東海（株）

000000816 愛知県名古屋市瑞穂区中山町６ー３ー２ 岩間造園（株）

000000053 岐阜県大垣市南若森町８２３ー３ （株）植倉造園

000000864 三重県四日市市河原田町１６２０番地１ （株）上田新工業

000000054 岐阜県本巣市上真桑１５５０ー１ 上村建設（株）

000000896 愛知県名古屋市守山区新守町１５４ （株）ウォーターエージェンシー　名古屋営業所

000000812 愛知県名古屋市中区錦３丁目７番９号 （株）ウォーターテック　名古屋営業所

000000055 岐阜県大垣市浅草１ー２８０ （株）宇佐美組

000000056 岐阜県岐阜市金園町３丁目２５ （株）ウスイ消防

000000057 愛知県名古屋市中川区好本町３ー６７ 内田工業（株）

000000058 岐阜県岐阜市池ノ上町４丁目６番地 （株）内田商会

000000059 岐阜県岐阜市白菊町６ー１３ ウノインフラプランテック（株）

000000848 岐阜県山県市松尾３ー２５ 梅田建設（株）

000001231 岐阜県岐阜市加納神明町４丁目７番地１ （有）エイ・エス・ピー設備

000000906 愛知県名古屋市東区葵３ー１５ー３１ 英和（株）名古屋営業所

000000060 石川県金沢市東蚊爪町１ー１９ー４ （株）エオネックス

000001155 愛知県名古屋市東区葵三丁目１５番３１号千種第３ビル２階 エコテック（株）

000000953 大阪府大阪市福島区野田５丁目１７番２２号 （株）エス・エル

000000061 大阪府大阪市此花区西九条５丁目３番２８号 エスエヌ環境テクノロジー（株）

000001009 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２丁目１９番地の１ （株）エステム

000001268 愛知県名古屋市西区八筋町４６ エナジーシステムサービスジャパン（株）中部営業所

000001232 愛知県名古屋市中区大須四丁目９番６０号 （株）ＮＴＴフィールドテクノ東海支店

000000064 岐阜県岐阜市三笠町２ー１１ー４ エヌアイ通信工業（株）



000000065 岐阜県岐阜市金町６丁目６ ＮＥＣネッツエスアイ（株）岐阜営業所

000000600 愛知県名古屋市東区東桜１丁目４番３号 （株）ＮＨＫテクノロジーズ　名古屋総支社

000000700 新潟県南魚沼市大崎４３６９番地２ （株）ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社

000000969 岐阜県岐阜市西改田字川向１６４番地 ＮＤＳ（株）岐阜支店

000001002 愛知県名古屋市熱田区五本松町７ー３０ （株）ＮＴＴファシリティーズ東海

000001293 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５ ＮＤネットサービス（有）

000001263 岐阜県多治見市下沢町３ー３５ー１ （株）エネファント

000000601 愛知県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 荏原実業（株）中部営業所

000000067 愛知県名古屋市中村区名駅１ー１ー４ 荏原商事（株）中部支社

000000068 愛知県名古屋市西区菊井二丁目２２番７号 （株）荏原製作所　中部支社

000000789 愛知県名古屋市西区菊井二丁目２２番７号 （株）荏原電産　中部支店

000001120 愛知県名古屋市天白区島田三丁目６０８番地の１ （株）エレックス極東

000001122 岐阜県岐阜市六条片田１ー３ー１ 塩谷建設（株）

000000071 岐阜県各務原市那加前洞新町５ー１０９ー４ （株）横建

000000887 岐阜県多治見市池田町６ー７０ 王春工業（株）岐阜営業所

000001291 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目１４番２７号 応用開発（株）

000000073 岐阜県恵那市長島町中野１００２ー１ 大井建設（株）恵那支店

000000074 岐阜県大垣市鶴見町１４１ 大垣土建（株）

000000880 岐阜県大垣市北方町１ー１５３６ー１ 大垣ムセン（株）

000000075 岐阜県各務原市蘇原野口町２ー８ （株）扇屋

000000829 愛知県名古屋市北区柳原４丁目２ー１ （株）大島組

000001273 愛知県名古屋市中区栄一丁目１０番３４号 大島造園土木（株）

000000076 岐阜県土岐市鶴里町柿野２４７４ （株）大島電氣工事

000001247 岐阜県岐阜市大菅北２１番２８号 （株）大菅工業

000000782 岐阜県可児市土田３６９９ー１ （有）太田ペイント塗装

000001180 岐阜県中津川市駒場１６６０ー１４３ （株）大坪通信設備

000001080 岐阜県岐阜市蕪城町５ （株）オーテック　環境システム事業部岐阜営業所

000000078 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良１０１４ー１ （株）大西組

000000703 岐阜県美濃加茂市太田町４２２３ （有）大野電気工事

000001044 岐阜県各務原市鵜沼川崎町１‐９０ （有）大野塗装

000000079 岐阜県養老郡養老町大巻４５９０ （株）大橋組

000000907 岐阜県大垣市南頬町１ー１４４ー１ 大橋建設（株）

000000080 岐阜県海津市海津町平原４３２ （株）大橋工務店

000000081 岐阜県岐阜市吉野町６ー１６大同生命廣瀬ビル内 （株）大林組　岐阜営業所

000000082 愛知県名古屋市北区平安二丁目１番１４号カトレヤビル３Ｆ （株）オービス　名古屋営業所

000000792 岐阜県岐阜市萱場南１ー５ー１８ （株）大洞工務店

000001123 岐阜県高山市山田町１１６１ー１５ （株）大前工務店

000000728 愛知県名古屋市千種区池下１ー１０ー８ （株）大本組　名古屋支店

000000083 岐阜県岐阜市宇佐南４ー１７ー１０ 岡田産業（株）

000001215 群馬県館林市近藤町３１８番地の２ （株）岡田製作所

000000975 富山県南砺市祖山39 （株）岡部

000000084 岐阜県中津川市福岡６８５ー１ （株）岡山工務店

000001274 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１３番３１号 ＯＫＩクロステック（株）中部支社

000001281 岐阜県本巣郡北方町芝原東町５丁目１０番地 オギケン（株）

000000085 岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号 沖電気工業（株）岐阜支店

000000086 大阪府東大阪市長田東３ー２ー７ 奥アンツーカ（株）近畿支店

000000087 岐阜県高山市総和町３丁目１１１番地２ 奥原建設（株）

000001030 愛知県名古屋市中村区竹橋町２９番８号 （株）奥村組　名古屋支店

000000088 岐阜県土岐市泉町久尻５２ー１ 奥村電気工事（株）

000001205 岐阜県岐阜市敷島町７ー３４ 小塩通信（株）

000001003 岐阜県岐阜市徹明通５丁目４番地 （株）尾関製作所

000000908 岐阜県羽島市福寿町浅平２丁目２８番地 小田鐵網（株）岐阜営業所

000000091 岐阜県海津市平田町今尾１８２６ー１ （株）小野電気商会



000000092 岐阜県大垣市築捨町４ー３８ー３ 小野電産業（株）

000000093 愛知県名古屋市中区栄二丁目３番６号 オリエンタル白石（株）名古屋営業支店

000001156 愛知県名古屋市西区城西４丁目２２番８号 オリエントハウス（株）名古屋支店

000001031 愛知県小牧市間々原新田１０５３ （株）尾張クリーンパイプ

000000707 愛知県名古屋市名東区小井堀町６０３番 （株）柿本商会　名古屋支店

000001286 愛知県名古屋市中区錦１丁目１０番２７号 （株）鍜治田工務店　名古屋支店

000000605 岐阜県中津川市加子母２３０１ カシモ機械（株）

000000863 岐阜県中津川市付知町６０５４番地 （株）加地工務店

000000606 岐阜県下呂市萩原町上村７８８ー１ 桂川電工（株）

000000097 岐阜県羽島郡笠松町円城寺１４３３ （株）加藤組

000000099 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場１９番地の１ （株）加藤建設

000000098 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神１１５８ー１ 加藤建設（株）

000000103 岐阜県各務原市那加岩地町３ー１２３ 鐘建工業（株）

000000104 岐阜県岐阜市江添３ー７ー２６ 金子工業（株）岐阜支店

000000607 愛知県名古屋市中川区柳森町９０７ 兼新電機（株）

000000106 岐阜県大垣市三津屋町２ー５６ 加納水道設備（株）

000000107 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内１０ー７７ （株）カミノ

000000108 岐阜県海津市海津町草場１０２ 神野産業（株）

000000888 岐阜県岐阜市則武西２ー２８ー８ （株）カワイ工業

000000112 岐阜県大垣市本今町２３７ 川合鑿泉工業（株）

000000113 岐阜県岐阜市明徳町１０番地杉山ビル１階 川北電気工業（株）岐阜営業所

000000114 岐阜県岐阜市若宮町８丁目１２番地 川崎設備工業（株）岐阜支店

000000942 愛知県名古屋市千種区今池南２９ー１６川島第五ビル２Ｆ号室 （株）川島鉄工所

000000609 愛知県名古屋市西区市場木町３９０番地ミユキアネックス２ 川重冷熱工業（株）中日本支社

000001010 愛知県名古屋市昭和区鶴舞３丁目１６番３０号 （株）川瀬電気工業所

000001224 岐阜県岐阜市岩栄町２ー１４ー５ 川瀬塗装（株）

000000118 愛知県名古屋市中区栄２ー４ー１ 川田建設（株）名古屋支店

000000737 愛知県名古屋市中区栄二丁目４番１号 川田工業（株）名古屋営業所

000000119 岐阜県岐阜市吹上町６ー２５ （株）川田電機工務店

000001157 岐阜県岐阜市早田本町４ー２２ 河春電気（株）

000000610 岐阜県揖斐郡池田町田畑６９９ー３ （株）河村綜建

000000954 岐阜県岐阜市北島４ー３ー７ （株）環境アセスメント

000000120 岐阜県岐阜市茜部菱野１ー４９ 管清工業（株）岐阜営業所

000000721 大阪府大阪市北区中之島６ー２ー２７ （株）かんでんエンジニアリング

000001082 愛知県名古屋市中区栄１ー２ー７名古屋東宝ビル内 （株）関電工　名古屋支店

000000122 岐阜県岐阜市今嶺４ー５ー１５ （株）キクテック　岐阜支店

000000123 岐阜県大垣市西崎町２ー４６ 岐建（株）

000000869 愛知県名古屋市中区千代田５ー１６ー５ 北嶋工業（株）

000000124 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴４１４ー２ 北村組（有）

000000978 岐阜県大垣市大島町２ー２０ー１ （株）北村造園

000000125 愛知県名古屋市西区城西４丁目２８番１８号清光ビル 機動建設工業（株）名古屋支店

000001004 岐阜県岐阜市芥見長山２―１０８ （株）岐東建装

000000126 岐阜県岐阜市北一色５ー１３ー１４ （株）岐東設備

000000611 岐阜県岐阜市高田３ー２０ー１４ （株）岐東庭園

000000127 岐阜県岐阜市加納黒木町２ー４６ 岐南興業（株）

000001287 岐阜県中津川市新町１ー１２ 木下建設（株）中津川営業所

000000129 岐阜県岐阜市寿町１ー２ 岐阜愛知電機（株）

000000130 岐阜県岐阜市中鶉２丁目１０５番 岐阜アイホー調理機（株）

000000909 岐阜県岐阜市菅生６丁目３ー１１ 岐阜ＮＤＳ（株）

000000866 岐阜県岐阜市上太田町２ー１７ 岐阜管工事（株）

000000886 岐阜県岐阜市茂地２１４ 岐阜北建設（株）

000000845 岐阜県岐阜市三田洞８８３ー５ ギフコンストラクション（有）

000000132 岐阜県岐阜市茜部菱野４ー７９ー１ （株）岐阜造園



000000133 岐阜県岐阜市茜部本郷３ー８７ー１ 岐阜塗装（株）

000000761 岐阜県岐阜市日野西４ー１ー１ 岐北ペイント（株）

000000135 岐阜県大垣市室本町４ー６４ 木村建設（株）

000000136 岐阜県岐阜市市橋５ー４ー１８ 教育産業（株）岐阜営業所

000000613 岐阜県本巣市政田２５２５ 共栄工業（株）

000000138 岐阜県岐阜市城東通２ー１７ 共栄土木建築（株）

000001282 岐阜県大垣市加賀野４ー１ー９ 共立コンピューターサービス（株）

000000140 岐阜県大垣市三塚町３８２番地５ （株）共亮興業

000000817 岐阜県海津市海津町瀬古５４３番地１ （株）協和

000000142 岐阜県揖斐郡池田町片山２２７７ー２ （株）協和安全

000000143 愛知県名古屋市中区錦三丁目１０番３３号 （株）協和エクシオ　東海支店

000000144 愛知県名古屋市千種区今池南２９ー１６ 共和化工（株）名古屋支店

000001138 愛知県名古屋市中村区太閤通８番３０号広誠ビル４Ｄ 協和機電工業（株）名古屋営業所

000000145 岐阜県各務原市神置町３ー５ 協和建設（株）

000000146 岐阜県岐阜市早田東町６ー２８ 共和通信（株）

000001192 愛知県大府市梶田町一丁目８９番地の１ （有）共和舞台設備

000000148 岐阜県大垣市上石津町牧田２６４４ー２ （株）桐山組

000000717 大阪府大阪市西淀川区歌島２ー１ー１２ 近畿環境サービス（株）

000000798 兵庫県三木市別所町巴２０ 近畿工業（株）

000000955 岐阜県羽島市上中町長間２４８５ キングラン中部（株）

000000149 岐阜県岐阜市橋本町２ー２０ （株）きんでん　中部支社　岐阜営業所

000000150 岐阜県郡上市八幡町小野３ー８ー２７ （株）郡上電気

000000151 岐阜県岐阜市一日市場１丁目１３８番地 （株）國井組

000000879 岐阜県大垣市和合本町２丁目１７番地 （企）国乃産興

000000730 岐阜県揖斐郡池田町片山１１４６番地の４ （株）久保田

000000154 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２ー８ （株）クボタ　中部支社

000000153 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪５２１ー１ （株）久保田工務店

000000155 岐阜県岐阜市金町４ー３０ （株）熊谷組　岐阜営業所

000000614 長野県飯田市主税町18 神稲建設（株）

000000889 岐阜県大垣市和合本町１ー３６４ グリーンワークス（株）

000000156 愛知県名古屋市北区平安２ー１５ー５２ 栗原工業（株）中部支店

000001275 大阪府大阪市住之江区泉２ー１ー６４ クリモトパイプエンジニアリング（株）

000000157 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉２００８ （株）栗山組

000000158 三重県桑名市大字大福字寺跡４４２ 桑名電気産業（株）

000000160 岐阜県安八郡安八町西結２１２５ （株）桑原組

000000159 岐阜県大垣市鶴見町藤沢２９５ （株）桑原組　岐阜支店

000001283 東京都武蔵村山市伊奈平１ー７０ー２ ＫＳＳ（株）

000001261 岐阜県土岐市泉町大富９１６番地の３３ ＫＲＳ（株）

000000757 愛知県名古屋市中区千代田２ー２１ー１８ ケーブルシステム建設（株）

000000162 岐阜県大垣市神田町１ー１ （株）弘光舎

000001177 岐阜県岐阜市岩栄町２丁目１４の５ （株）高坂工業　岐阜営業所

000000163 岐阜県岐阜市六条大溝３ー７ー７ 交通企画（株）中部支店

000000165 岐阜県岐阜市宇佐東町２ー１８ー１０１ （株）弘電舎

000000167 岐阜県岐阜市金園町１ー３ー３ー６Ａ （株）鴻池組　岐阜営業所

000000169 愛知県春日井市松河戸町３丁目１１番地１０ （株）古賀クリーナー

000000171 岐阜県多治見市錦町３ー８ 小境電気工事（株）

000001005 愛知県名古屋市中区栄二丁目４番１８号 コスモ工機（株）名古屋支店

000000174 岐阜県安八郡輪之内町四郷２２５８ （有）小塚工業

000000175 岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田２１１ （株）小寺電気商会

000000176 岐阜県大垣市割田１ー４０ー２ （株）後藤組

000000177 岐阜県岐阜市福光東３ー４ー１０ （株）後藤塗装

000000615 愛知県名古屋市千種区桜が丘２９５番地第８オオタビル （株）コトブキ　名古屋支店

000000883 愛知県名古屋市千種区桜が丘２９５第８オオタビル５階 コトブキシーティング（株）名古屋支店



000001248 岐阜県不破郡垂井町１９２３ー１２ （株）小林サービス

000000178 岐阜県大垣市牧新田町１４０ー２ 小林造園

000000179 岐阜県岐阜市大福町６丁目３９番地２ （株）五味塗工店

000000725 愛知県名古屋市中区栄一丁目２番７号 五洋建設（株）名古屋支店

000001139 愛知県名古屋市守山区廿軒家１５ー２３ 金剛（株）名古屋支店

000000713 大阪府大阪市天王寺区四天王寺１ー１４ー２９ （株）金剛組

000000181 岐阜県海津市平田町今尾９４１ 近藤建設（株）

000000617 岐阜県不破郡垂井町地蔵２ー５９ 近藤工業（有）

000000860 岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ （株）近藤工務店

000001158 岐阜県羽島市上中町沖８５０ー１ （有）近藤電気

000001012 愛知県名古屋市昭和区石仏町１丁目９３番地 斎藤建設（株）

000000182 岐阜県海津市平田町今尾３０８６ （株）材半建設

000000805 岐阜県揖斐郡大野町大字中之元３８７ー１ （有）サインボードエー

000000183 岐阜県岐阜市若福町９ー１０ 酒井電気工事（株）

000001298 岐阜県本巣市小柿８０７ー１ （株）栄興業

000000957 岐阜県羽島市上中町長間１２５２ 榊原建設（株）羽島営業所

000000726 愛知県名古屋市中区錦三丁目１３番５号中央マンションビル４１０号室坂田建設（株）名古屋支店

000000184 岐阜県養老郡養老町蛇持２１ （株）佐竹組

000000872 愛知県名古屋市東区泉１ー２ー３ 佐藤工業（株）名古屋支店

000000186 岐阜県安八郡神戸町大字柳瀬５７４ （株）佐藤工業所

000000911 愛知県名古屋市中区丸の内３ー１８ー１ 佐藤鉄工（株）名古屋営業所

000000620 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良９３０番地１ （有）サトウ塗装

000000187 岐阜県下呂市萩原町野上１７２５ー２ （株）佐藤渡辺　萩原営業所

000001196 岐阜県可児市川合７０ー１ 佐伯綜合建設（株）可児支店

000000189 愛知県名古屋市中村区名駅５ー１８ー６ （株）サムテック

000000621 岐阜県郡上市白鳥町中西８１９ー１ 澤崎建設（株）

000000622 岐阜県大野郡白川村大字鳩谷２７３ 沢田建設（株）

000000623 岐阜県岐阜市野一色６ー８ー１４ （有）澤田重機

000000946 愛知県安城市桜井町城阿原２８番地 サン・シールド（株）

000000191 岐阜県岐阜市六条江東二丁目８番２４号 三愛物産（株）岐阜支店

000001184 三重県四日市市朝日町１ー４ サン・インターナショナル（株）

000001226 岐阜県養老郡養老町押越９４０番地の１ 三栄（株）

000000625 愛知県名古屋市瑞穂区浮島町１０ー１５ サンエイ工業（株）

000001240 岐阜県岐阜市西改田上の町４９番地１ 三栄電気通信工事（株）

000000192 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目４５番７号 三機工業（株）中部支社

000000626 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田１１２ （株）三協

000000193 岐阜県安八郡輪之内町里１０１６ （株）三共建設

000000900 岐阜県岐阜市加納矢場町１ー４３ 三協電子工業（株）

000000979 岐阜県岐阜市清本町４ー３９ （株）産建

000000852 大阪府吹田市芳野町２ー８ （株）サンケン・エンジニアリング　大阪支店

000000195 岐阜県大垣市十六町８４８ 三建産業（株）

000000196 岐阜県岐阜市福住町一丁目２０番地ＳＫＹ・Ｔ 三建設備工業（株）岐阜営業所

000000197 岐阜県岐阜市学園町１ー４ 三建塗装工業（株）

000000627 岐阜県羽島郡笠松町米野１０５ （株）三弘　岐阜営業所

000000198 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 （株）三晃空調　名古屋支店

000001197 大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１５番２６号 三晃工業（株）

000000980 東京都江戸川区船堀４丁目１２番１０号 三辰精工（株）

000000201 愛知県名古屋市中村区亀島２ー２２ー２ （株）三進ろ過工業

000000865 大阪府大阪市淀川区西宮原１ー６ー２ サンセイ（株）

000000877 愛知県名古屋市中村区二瀬町１６１ 三精工事サービス（株）名古屋支店

000001206 愛知県豊田市美里１ー１４ー９ （株）サンセルフ

000000202 岐阜県羽島郡笠松町門間９２８ー２ （株）三田防災

000001178 岐阜県関市洞戸市場３０７ー５ （株）サンテック



000000203 岐阜県郡上市白鳥町白鳥１０５６ー１ サンテック（株）

000001187 岐阜県岐阜市江添２丁目９番１５号 三徳（株）

000000205 岐阜県大垣市北切石町２ー１ 三柏（株）

000000912 岐阜県岐阜市柳津町東塚３丁目６３番地 （株）三勇テクノス

000000208 岐阜県羽島郡岐南町平成１ー５３ 三和機電（株）

000000628 岐阜県各務原市大野町６ー１２１ー２ （株）サンワ空調

000000830 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字柳原２８０番地 三和興産（株）

000000870 愛知県名古屋市西区八筋町２２６ サンワコムシスエンジニアリング（株）東海支店

000001013 岐阜県岐阜市西鶉１ー５２ （株）三和サービス

000001233 岐阜県岐阜市茜部野瀬１丁目２９ 三和シヤッター工業（株）岐阜統括営業所

000000209 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目１１番５号 三和電気土木工事（株）名古屋支店

000000629 岐阜県岐阜市西鶉１ー５２ 三和道路維持（株）

000000630 岐阜県岐阜市岩地２ー２５ー７ （株）サンワメンテ

000001046 愛知県名古屋市瑞穂区仁所町１丁目５７番地１ （株）Ｃ・Ｔ・Ｓ中央

000000710 岐阜県羽島郡岐南町徳田１ー２９０ ジィエース（株）

000000631 愛知県あま市甚目寺山之浦１１９番地３ （株）シーエスイー

000000981 愛知県名古屋市中区門前町１番５１号 （株）シー・エス・ケエ

000000211 愛知県名古屋市中区新栄町２ー１３ （株）ＧＳユアサ　中部支社

000000732 愛知県名古屋市千種区今池５ー１ー５ （株）ジーエス・ユアサフィールディングス　中部支店

000000212 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩字東野１４４０ー１ シーキューブ（株）岐阜支店

000001008 岐阜県岐阜市須賀１丁目２ー１６ シーシーエヌ（株）

000000213 岐阜県岐阜市敷島町７ー４９ （株）シーテック　岐阜支社

000001097 岐阜県岐阜市六条片田一丁目２９番１２号 （有）Ｇ・プラン

000001150 岐阜県岐阜市又丸町畑２６番地１ （株）Ｊトラフィック

000000214 福井県敦賀市観音町１２ー１ （株）塩浜工業

000000215 岐阜県不破郡垂井町２３１１ー２０ 鹿野管工（株）

000000216 岐阜県瑞穂市別府１２５９ー１ （株）システムラボ

000001159 愛知県名古屋市北区下飯田町４ー２６ー２ シチズンＴＩＣ（株）　名古屋支店

000000217 岐阜県岐阜市竜田町２ー２ 篠田（株）

000000218 岐阜県岐阜市金園町３ー１９ー２ （株）篠田製作所

000000219 岐阜県岐阜市日野北１丁目３番３２号 シブヤパイピング工業（株）岐阜支店

000000220 岐阜県海津市海津町鹿野１０００ー２ （株）嶋工務店

000000221 愛知県名古屋市中村区那古野１ー４７ー１名古屋国際センタービル１９Ｆ島津システムソリューションズ（株）名古屋支店

000000751 岐阜県岐阜市明徳町１０杉山ビル 清水建設（株）岐阜営業所

000000941 滋賀県彦根市東沼波町９２８ （株）清水合金製作所

000000914 愛知県名古屋市中村区名駅２ー２８ー５ （株）清水鐵工所　名古屋営業所

000000222 福井県敦賀市若葉町２丁目１７７０ （株）ジャクエツ

000001036 愛知県名古屋市西区名駅３丁目６番２０号 ジャトー（株）中部営業所

000001276 埼玉県和光市新倉５ー６ー５０ ジャパンエレベーターパーツ（株）

000001179 愛知県名古屋市北区大野町４丁目１２番地 重喜防水工業（株）

000000223 岐阜県大垣市静里町３４３ （株）朱竹

000001251 滋賀県米原市梓河内９２８ （株）順建

000001296 愛知県春日井市神屋町字森６４２ （株）昭電設備

000001068 京都府城陽市中芦原２７ー１ （株）城南工建

000000225 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴１３７４ 昭和建設（株）

000000226 岐阜県岐阜市香蘭１ー１ 昭和コンクリート工業（株）

000000227 岐阜県岐阜市雛倉７９４ー１ 昭和造園土木（株）

000000230 愛知県名古屋市熱田区西野町２丁目７０ ショーボンド建設（株）名古屋支店

000000958 愛知県名古屋市中村区名駅南１ー２４ー３０名古屋三井ビル本館 ジョンソンコントロールズ（株）名古屋支店

000001048 愛知県小牧市常普請１ー１２７ （株）新栄重機

000000232 岐阜県安八郡輪之内町楡俣３４８ー１ （株）伸栄土木

000000634 東京都目黒区自由が丘３ー１６ー１５ シンク・エンジニアリング（株）

000000233 岐阜県可児市姫ヶ丘一丁目２０番地 シンクレイヤ（株）中部北陸営業所



000000791 岐阜県不破郡垂井町宮代２２５３ー１ （株）新晃

000000693 岐阜県関市倉知３２５３ー２ （株）シンコーワ　岐阜営業所

000000234 岐阜県関市東新町４ー９９ー２ （株）新東建設

000000235 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目２４番３０号名古屋三井ビル本館新日本空調（株）名古屋支店

000000915 岐阜県岐阜市則武東３丁目１５番７号 新日本ガス（株）

000000236 岐阜県多治見市下沢町４丁目９１番地１ 新日本工業（株）岐阜営業所

000000982 愛知県名古屋市西区名駅１ー１ー１７ シンフォニアテクノロジー（株）名古屋支社

000001014 岐阜県養老郡養老町押越１ー７４ （有）神明電気

000000635 愛知県小牧市外堀３ー１９３ 新明和アクアテクサービス（株）中部センター

000000237 愛知県名古屋市中区大須１ー７ー１１ 新明和工業（株）流体事業部営業本部中部支店

000000238 愛知県名古屋市中区栄３ー１ー１ 新菱工業（株）名古屋支店

000000636 岐阜県岐阜市神田町９丁目２７番地 新菱冷熱工業（株）岐阜営業所

000001288 岐阜県岐阜市石谷６１４ー５７ （株）シンワ

000000637 愛知県名古屋市中区栄２丁目２番１７号 （株）水機テクノス　名古屋支店

000001098 愛知県名古屋市東区砂田橋５ー８ー２８ （株）水研　名古屋支店

000000959 岐阜県海津市海津町馬目１０４番地２ （株）スイテック

000000239 愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１２号 水道機工（株）名古屋支店

000000240 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原１１６ー３ 末永電気（株）

000000241 岐阜県岐阜市川端町１３番地１ 須賀工業（株）岐阜出張所

000000242 岐阜県下呂市森２３２４ 杉浦電気工事（株）

000000243 岐阜県安八郡神戸町大字丈六道２０ー２ （株）椙岡組

000000244 岐阜県本巣市海老４３０番地 杉山建設（株）

000001015 岐阜県安八郡安八町大森４１３番地２ （株）ＳＫＩＬＬ．Ｋ

000000814 愛知県名古屋市南区明円町６０番地 （株）鈴木塗装工務店　名古屋支店

000000247 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目９番７号 鈴中工業（株）

000001262 大阪府大阪市西区立売堀１ー１１ー１７ スポーツサーフェス（株）大阪営業所

000000250 岐阜県美濃加茂市蜂屋台一丁目５番地１３ 寿美工業（株）岐阜営業所

000000252 愛知県名古屋市東区東桜１ー１０ー２４ 住友重機械エンバイロメント（株）中部支店

000000254 岐阜県岐阜市雄総緑町４ー１ー２メゾン・ド・スプラッシュ２０１号室 青協建設（株）岐阜営業所

000001257 岐阜県揖斐郡池田町本郷３２５ー１ （株）成建

000000875 岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永１６４５ー１ 西建産業（株）

000000256 岐阜県岐阜市日野南７丁目８ （株）セイコー

000000758 東京都江東区福住２ー４ー３ セイコータイムクリエーション（株）

000000828 岐阜県大垣市野口３ー１ー６ 西濃機電（株）

000000257 岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野１２８ 西濃建設（株）

000000258 岐阜県大垣市南若森町４ー８２ （有）西濃防災

000000259 岐阜県岐阜市宇佐南３ー５ー１８ （株）西武管商

000000260 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目２８番３号 西武建設（株）名古屋支店

000000800 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目１２番１５号 西武造園（株）西日本統括支店

000000901 岐阜県岐阜市上土居３ー３ー２ （株）ＳＥＩＷＡ

000000261 岐阜県本巣市下真桑６００ （有）瀬川園

000001037 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番３号ＪＲゲートタワー 積水化学工業（株）環境・ライフラインカンパニー中部支店

000000263 岐阜県岐阜市菊地町５ー１１ 瀬口電設（株）

000001100 愛知県名古屋市守山区新守山３４１２ ゼット工業（株）

000000264 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目１４番１３号 （株）錢高組　名古屋支店

000001203 岐阜県大垣市綾野五丁目４１番地 （有）洗管興業

000000801 愛知県名古屋市昭和区吹上町２丁目１０番地２ （株）ソトムラ　名古屋営業所

000000983 愛知県名古屋市千種区今池三丁目１３番１３号 第一工業（株）名古屋支店

000000917 愛知県名古屋市北区志賀町四丁目７７番地 第一電機工業（株）

000001289 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２ー２ー４ 大栄環境（株）

000000269 岐阜県不破郡垂井町栗原１２６５ー１５ タイガー電気（株）

000000270 愛知県名古屋市西区あし原町８６番地 （株）ダイキアクシス　名古屋営業所

000000776 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田２６２１ー１ （株）大晃



000000273 岐阜県各務原市川島松倉町字上ノ島２２０６番地３ 大興建設（株）岐阜支店

000001168 岐阜県岐阜市長森本町２ー１３ー１０ （有）大幸興業

000000274 岐阜県大垣市難波野町495 大幸重機（株）

000000691 岐阜県大垣市東前２ー１８ー３ （株）大広商事

000001188 岐阜県大垣市長沢町１ー８７２ 大辰工業（株）本店営業所

000000639 愛知県名古屋市中村区名駅３ー２２ー８ 大成機工（株）名古屋支店

000000278 岐阜県岐阜市金宝町２ー８マイルストーンズ 大成建設（株）岐阜営業所

000000856 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 大成設備（株）東海支店

000000280 岐阜県岐阜市吉野町６ー１６ ダイダン（株）岐阜営業所

000001269 富山県高岡市内免２丁目４番１号 （株）泰東

000000281 岐阜県岐阜市六条南３ー１４ー１ 大東（株）

000000282 岐阜県大垣市三塚町７０７ （株）大日組

000000283 岐阜県安八郡安八町北今ケ渕４５８ー１ （有）大日電気商会

000000284 岐阜県岐阜市宇佐南１ー３ー１１ 大日本土木（株）

000000902 岐阜県岐阜市下西郷１ー１７０ー１ （株）ダイヤエンジニアリング

000000984 岐阜県各務原市鵜沼西町４ー６９ （株）大雄

000000640 岐阜県岐阜市細畑１ー９ー２ 大有建設（株）岐阜営業所

000000706 岐阜県岐阜市六条北４ー８ー１０今尾ビル１階１０１ 太洋基礎工業（株）名古屋支店岐阜営業所

000000286 岐阜県揖斐郡池田町八幡１０４１ 太陽工業（株）

000000287 岐阜県羽島郡笠松町如月町１８ 大洋電機（株）岐阜工場

000000827 岐阜県岐阜市宇佐南三丁目５番２２号 大冷工業（株）岐阜支店

000001216 愛知県大府市梶田町１ー１７１ 大和機工（株）

000000288 岐阜県岐阜市則武東２ー１８ー３８ （株）ダイワテクノ

000000289 岐阜県岐阜市薮田東２ー１ー６ 大和リース（株）岐阜営業所

000000290 岐阜県大垣市本今４ー６７ー５ （株）高岩組

000000291 岐阜県岐阜市藪田東１丁目９‐１９ （株）高垣組　岐阜支店

000000292 岐阜県安八郡輪之内町塩喰７２５番地の１ （有）タカギ

000000293 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号ＪＲセントラルタワーズ 高砂熱学工業（株）名古屋支店

000000294 岐阜県岐阜市柳津町丸野４丁目８０番地 （株）高島衛生

000000878 愛知県名古屋市中区錦３丁目７番９号 高田機工（株）名古屋営業所

000000940 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水１５７ー１ （株）＊田組

000000296 岐阜県安八郡安八町南今ケ渕５１８ 高田建設（株）

000000715 岐阜県多治見市宝町３ー３０ー２ （株）高電

000000297 岐阜県岐阜市中西郷３９８ 高橋電気工業（株）

000000298 岐阜県大垣市千鳥町４丁目２１番地 高橋塗装（株）

000000299 岐阜県岐阜市吉野町１ー１６ 高見通信工業（株）岐阜営業所

000000748 愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目１９番２２号 瀧上建設興業（株）

000001169 愛知県名古屋市西区那古野１ー１４ー１８ （株）拓和　名古屋支店

000000300 岐阜県安八郡安八町大森４４１ 竹内建設（株）

000000301 岐阜県大垣市東前１ー８０ー２ （株）竹中組

000000302 岐阜県岐阜市金町六丁目６番地 （株）竹中工務店　岐阜営業所

000000695 愛知県名古屋市中区錦二丁目２番１３号 （株）竹中土木　名古屋支店

000000303 岐阜県大垣市上石津町牧田２３３８ー１ （株）武廣産業

000001198 愛知県名古屋市東区矢田三丁目２番２５号 （株）タツノ　中部支店

000001294 岐阜県岐阜市福富天神前３０８番地１ （株）ＴＡＴＳＵＭＩ

000001181 岐阜県土岐市土岐津町土岐口１９５６ 舘林建設（株）

000001228 岐阜県加茂郡東白川村越原１３５１ （株）立保

000000305 岐阜県羽島市福寿町間島７ー９ （株）田中建設

000000306 岐阜県岐阜市加納東丸町２ー２０ 田中社寺（株）

000000765 愛知県名古屋市北区駒止町２ー８８ （株）田中荘介商店

000001017 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷２丁目３番地 タニコー（株）岐阜営業所

000000641 岐阜県岐阜市大洞１丁目１６番１１号 玉田建設（株）

000001093 岐阜県可児市中恵土６０ー３ （株）丹葉電機岐阜



000000311 岐阜県岐阜市雪見町１ー５ 近松建設（株）

000001256 愛知県刈谷市場割町１ー４ー１ 地建興業（株）

000000806 岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町４ー７ （株）地建防災

000000881 岐阜県岐阜市六条南３丁目６番９号 中衛工業（株）岐阜支店

000001141 岐阜県加茂郡川辺町下川辺５１６ （有）中央体育器具製作所

000000313 岐阜県各務原市那加信長町１ー８５ 中央電気工事（株）岐阜営業所

000000314 岐阜県大垣市加賀野４ー１ー１０ 中央電子光学（株）大垣支店

000000315 愛知県尾張旭市狩宿新町２丁目２７番地 （株）中京スポーツ施設

000000316 岐阜県大垣市船町５ー２３ （株）中日ＡＶシステム

000000642 岐阜県岐阜市細畑６ー１ー１サンルート・ソロ２０１号 中日コプロ（株）岐阜営業所

000001249 愛知県名古屋市中川区富川町５ー２ー６ 中日電機工業（株）

000000874 愛知県名古屋市熱田区西野町２ー７０３Ｆ 中部化工建設（株）

000000985 岐阜県岐阜市岩滝西１ー４７５ー２ （株）中部空調サービス

000000643 岐阜県可児市今渡１６１９ー８７ 中部交通資材（株）

000000318 岐阜県岐阜市都通１ー１５ 中部事務機（株）

000001217 愛知県名古屋市瑞穂区新開町２４ー９９ 中部精機（株）

000000319 岐阜県大垣市浅草４ー１０６ー１ （株）中部土建

000000855 岐阜県岐阜市六条南１ー３ー１ 中部ニチレキ工事（株）岐阜営業所

000000320 岐阜県大垣市中川町４ー１５７ー３ 中部パークシステム（株）

000000321 岐阜県瑞穂市稲里大西６５４ー５ 中部ライン（株）

000001204 愛知県豊明市新田町南山９２ー１ 中立電機（株）

000000322 愛知県名古屋市中川区露橋２ー２３ー２０ 長永スポーツ工業（株）中部支店

000000918 岐阜県大垣市長沢町１ー９１８ （株）長楽園

000000323 愛知県名古屋市中区錦１ー１３ー２６ （株）千代田組　中部支店

000000324 愛知県津島市蛭間町字桝田３２３ 千代田工業（株）

000000644 岐阜県中津川市付知町５０６８ー３ 付知土建（株）

000000327 岐阜県大垣市神田町２ー５５ ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）

000000944 岐阜県大垣市禾森町３丁目２０６３番地２ （株）土屋Ｒ＆Ｃ

000000328 岐阜県関市出来町２５ （株）土屋電気商会

000000709 岐阜県揖斐郡池田町本郷１５０３番地の１ （株）坪井塗工

000000329 愛知県名古屋市中村区牛田通２ー１９ （株）鶴見製作所　中部支店

000000894 愛知県名古屋市中区上前津２ー１４ー１５ （株）ティーブイエスネクスト

000001086 愛知県名古屋市東区東桜２ー１５ー７ （株）ＴＴＫ

000001290 岐阜県岐阜市茜部神清寺２ー６ （株）テクオス

000000766 岐阜県安八郡安八町南條７４２ー１ （株）テクノス

000001102 愛知県名古屋市守山区青山台７１１ テクノネット（株）

000000718 岐阜県岐阜市八島町３ （株）テクノ菱和　岐阜営業所

000001229 愛知県名古屋市北区清水五丁目十番二号 寺岡オート・ドアシステム（株）名古屋支店

000000986 岐阜県海津市平田町今尾３１１４ー１ （有）寺倉組

000000332 岐阜県岐阜市上加納山４７２３ー２６ 寺嶋建設（株）

000000723 愛知県名古屋市中区松原３ー２ー８ テルウェル西日本（株）東海支店

000000919 愛知県名古屋市東区東桜一丁目４番１３号 電気興業（株）名古屋支店

000000334 愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１８号 （株）電業社機械製作所　名古屋支店

000001104 岐阜県各務原市蘇原興亜町１ー２ 天龍建設（株）

000001199 愛知県名古屋市天白区笹原町５０８番地 東亜グラウト工業（株）中部支店

000000987 愛知県名古屋市中区錦３ー４ー６ 東亜建設工業（株）名古屋支店

000000336 岐阜県羽島郡岐南町平成５ー２９ （株）東亜製作所　岐阜支店

000001264 岐阜県瑞浪市土岐町６０５３ー１ 東亜道路工業（株）岐阜出張所

000000338 岐阜県岐阜市入舟町４ー３８ー１ 東栄電業（株）

000001032 岐阜県岐阜市九重町２丁目９番地 東栄フェンス機鋼商会

000000847 岐阜県岐阜市茜部菱野１丁目４８番地 東海オートドアー（株）

000000339 岐阜県岐阜市東興町４０ 東海鋼管（株）岐阜営業所

000000948 愛知県名古屋市中川区供米田二丁目４０８番地 東海鑿泉（株）名古屋支社



000001087 岐阜県中津川市苗木４５８６番地の５０ 東海道路（株）

000000341 岐阜県岐阜市織田塚町１ー９ー６ 東海ペイント（株）

000000343 岐阜県各務原市山脇町３ー２ （株）東海遊具製作所

000000344 愛知県名古屋市中区栄三丁目３２番２０号 東海リース（株）名古屋支店

000000345 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番２４号 東急建設（株）名古屋支店

000000346 岐阜県岐阜市茜部辰新１ー８８ー１ 道家工業（株）

000001049 兵庫県三木市別所町東這田７２１ー２９０ 東興産業（株）兵庫営業所

000000348 岐阜県土岐市下石町字脇之田１８９３ー１１ 東光電気工事（株）岐阜営業所

000000349 岐阜県岐阜市茜部菱野２ー１１３ー１ （株）東光電工社

000001133 愛知県名古屋市中村区亀島二丁目１２番地１２号 東３冷凍機（株）

000000779 愛知県名古屋市中村区名駅１ー１ー３ 東芝インフラシステムズ（株）中部支社

000000962 愛知県名古屋市西区名西２丁目３３番１０号 東芝通信インフラシステムズ（株）中部営業所

000000802 岐阜県本巣郡北方町高屋条里２ー９３ 東島工業（株）

000000646 岐阜県中津川市加子母２３０１ （同）東濃ひのきの家

000001143 愛知県名古屋市中区松原１ー１４ー６ 東菱電子（株）

000000352 岐阜県岐阜市西荘４ー１９ー１１ー１０７ 東邦地水（株）岐阜営業所

000001105 京都府京都市右京区西院松井町６ （株）東洋エンタープライズ

000000354 愛知県名古屋市中村区太閤五丁目５番１号 東洋熱工業（株）名古屋支店

000000356 京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町１２ー１ 東洋濾水機（株）

000000857 岐阜県安八郡神戸町大字安次９００ー１東レ岐阜工場内 東レ建設（株）岐阜営業所

000000357 岐阜県大垣市世安町２ー１１７ー１ 東和電気（株）

000000358 愛知県名古屋市中村区千成通１ー２２ 東和電気工事（株）

000000647 岐阜県各務原市蘇原新栄町１ー２６ー５ （株）東和電子システム

000000359 岐阜県岐阜市茜部中島３ー１０ （株）トーエネック　岐阜支店

000000360 岐阜県岐阜市吉野町６ー６ トーテックアメニティ（株）岐阜事業所

000001050 愛知県名古屋市西区あし原町８６番地 （株）トーブ

000000648 岐阜県岐阜市笹土居町２７番地 （株）トオヤマ

000000361 岐阜県瑞穂市野田新田3880 （株）トーヨー

000000362 岐阜県海津市南濃町山崎９６５番地２ （株）東利　岐阜支店

000000840 岐阜県羽島市舟橋町出須賀２ー７８ （株）トーワ工業

000000724 愛知県名古屋市天白区植田３ー１５０４ 常盤工業（株）中部支店

000000363 岐阜県土岐市泉東窯町４ー６１ 徳倉建設（株）岐阜営業所

000000364 岐阜県本巣市根尾板所２５９ー１ （株）所組

000000650 愛知県名古屋市西区則武新町四丁目４番６号 （株）都市整備

000000365 岐阜県岐阜市本郷町５ー１６ 戸島工業（株）

000000366 岐阜県岐阜市加納本町７丁目３５番地１ 戸田建設（株）岐阜営業所

000000368 岐阜県岐阜市金町八丁目２６ 飛島建設（株）岐阜営業所

000000651 岐阜県大垣市外渕１丁目１６５番地１ とみたハウジング（株）

000000734 愛知県名古屋市名東区一社３ー９６ （株）巴コーポレーション　名古屋支店

000000370 岐阜県岐阜市大池町３ー１ 巴産業（株）

000000371 岐阜県岐阜市鷺山東１丁目４番１８号 （株）巴ルーフィング

000000372 愛知県名古屋市中区錦１丁目４番１６号 ドリコ（株）名古屋支店

000000733 愛知県名古屋市中区栄二丁目８番１２号伏見ＫＳビル２Ｆ （株）酉島製作所　名古屋支店

000000373 岐阜県岐阜市六条南３ー１０ー１０ 内藤建設（株）

000000374 岐阜県岐阜市都通２丁目１６番地 内藤電機（株）

000001253 愛知県名古屋市千種区仲田２ー１５ー８ＮＴビル１０階 （株）内藤ハウス　名古屋支店

000000375 岐阜県岐阜市向陽町２６ 永井建設（株）

000000376 岐阜県中津川市加子母１００５ （株）中島工務店

000001144 静岡県浜松市中区高丘西２ー１ー１６ （株）中田エンジン　浜松工場

000000652 岐阜県各務原市蘇原東島町２ー１３６ー２ （株）中田造園

000000653 岐阜県高山市岡本町２ー１７２ー３ （株）中田電気工事

000000654 岐阜県岐阜市六条江東１丁目１番３号 （株）中西製作所　岐阜営業所

000000377 岐阜県岐阜市薮田南５ー１３ー４ 中日本産業（株）



000000378 岐阜県大垣市新長沢町３ー３ー２ 中日本商事（株）

000000379 岐阜県岐阜市太郎丸野田１３０ 中日本防水（株）

000000380 岐阜県瑞穂市十九条２６１ （株）中日本ランドスケープ

000000381 岐阜県岐阜市宇佐東町５ー５ー１０１ 長野電気工事（株）

000000988 愛知県一宮市時之島字吹上２３ー２ （株）中村工業

000001189 岐阜県安八郡神戸町大字神戸４５１ （株）中屋

000000382 岐阜県岐阜市柳津町下佐波８ー４６ 長良工業（株）

000000383 岐阜県大垣市島町１４６ー３ 長良電業（株）

000001107 愛知県名古屋市中区錦三丁目４番地６号桜通大津第一ビルディング１１階（株）ナガワ　名古屋支店

000000850 愛知県名古屋市北区田幡２ー１４ー８ 名古屋黒板（株）

000000384 愛知県名古屋市西区則武新町４丁目１番４５号 名古屋水交（株）

000000963 愛知県名古屋市守山区小幡太田１０ー２８ 名古屋築炉工業（株）

000001019 愛知県名古屋市中村区太閤１ー２ー１３ 名古屋通信工業（株）

000000385 愛知県名古屋市東区葵三丁目２５ー１ ナゴヤプラント（株）

000000657 岐阜県岐阜市柳森町２ー９ ナブコドア（株）岐阜営業所

000000386 岐阜県大垣市築捨町２ー３８５ー４ （株）名和装苑

000000387 岐阜県羽島市小熊町２ー２６０ 南谷工業（株）

000000388 岐阜県岐阜市須賀４ー８ー２０ 二幸エンジニアリング（株）

000000771 滋賀県彦根市鳥居本町１９８０番地の２ （株）西澤工務店

000000389 岐阜県岐阜市北島二丁目３番地１ 西日本電信電話（株）岐阜支店

000000390 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東５７３９番地 （株）ニシノ

000000392 愛知県名古屋市東区葵３丁目１５番３１号 （株）西原環境　中部支店

000000393 愛知県名古屋市東区泉二丁目２７番１４号 西松建設（株）中部支店

000000394 岐阜県養老郡養老町船附７９１ー１ （有）西脇設備産業

000001254 岐阜県岐阜市今町四丁目２３番地 日建工業（株）

000001088 岐阜県各務原市那加桐野町３ー２１ー２ 日鋼建設（株）

000001051 岐阜県養老郡養老町高田１４３９ー１ 日晧電気（株）

000000658 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字東尼ヶ塚１１７番地の２ （株）日さく　西日本支社

000000793 岐阜県岐阜市早田本町３ー６２ （株）日写



000000923 愛知県名古屋市中区栄３ー２５ー１６ 日新電通技研（株）

000000401 愛知県名古屋市中村区名駅南２ー１０ー２２ 日成ビルド工業（株）名古屋支店

000001171 岐阜県岐阜市旦島中町１ー３９ー１ （株）日天

000000403 愛知県名古屋市中村区熊野町２ー２２ー１ （株）日展　名古屋支店

000000949 愛知県名古屋市中川区中島新町３丁目３０３リバーサイド萬新Ｅ号室 日東河川工業（株）東海営業所

000000924 愛知県名古屋市中村区名駅４ー２ー１１ 日東工営（株）名古屋支店

000000404 岐阜県羽島市堀津町３８２ 日東工業（株）

000000405 岐阜県岐阜市六条南三丁目６番４号 日特建設（株）岐阜営業所

000000406 岐阜県安八郡輪之内町海松新田１０８９ 日八工業（株）

000001020 岐阜県関市山田１０６２ー４ （株）日発電工

000001277 愛知県名古屋市中区栄２ー１０ー１ 日本コムシス（株）東海支店

000001110 兵庫県神戸市西区南別府１ー１４ー６ 日本ジッコウ（株）

000000950 福岡県北九州市若松区北浜一丁目７番１号 日本鉄塔工業（株）

000000408 愛知県名古屋市中区錦１丁目１７番１号 日本電気（株）東海支社

000000794 愛知県名古屋市中村区本陣通二丁目２９番地 日本電設工業（株）中部支店

000000743 愛知県名古屋市中村区名駅南１ー１８ー２４ （株）日本ピーエス　中部支店

000000719 岐阜県岐阜市須賀２丁目６番１６号 日本リーテック（株）岐阜営業所

000000412 岐阜県高山市清見町三日町５５２ー３ 日本エンヂニヤ（株）岐阜営業所

000001284 岐阜県岐阜市茜部中島２丁目６６の６ 日本ガード（株）

000000413 愛知県名古屋市熱田区五本松町１ー８ 日本街路灯製造（株）

000001265 東京都千代田区神田東松下町２７番地 （株）日本管財環境サービス　東京支店

000000745 愛知県名古屋市中区栄２丁目３番６号 日本橋梁（株）名古屋営業所

000001259 岐阜県大垣市浅草３丁目２７番地 日本空調サービス（株）　大垣営業所

000000659 愛知県名古屋市中村区猪之越町１ー１ー１０ 日本クリーナーサービス（株）

000000964 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目６番２７号 日本高圧コンクリート（株）ＰＣ事業部名古屋営業所

000000416 愛知県名古屋市東区白壁１丁目４５番地白壁ビル 日本国土開発（株）名古屋支店

000001111 愛知県名古屋市西区上小田井１丁目３３３番地 （株）日本サーモエナー　中部支社

000001052 滋賀県米原市米原西２３ 日本ソフト開発（株）

000000661 愛知県名古屋市昭和区御器所通１丁目１８新翠明ビル 日本体育施設（株）　中部営業所

000001255 愛知県名古屋市名東区野間町２５ー１ 日本調理機（株）中部支店

000001176 三重県津市大倉１９ー１ 日本土建（株）

000001112 岐阜県羽島郡岐南町徳田西４ー８２ 日本ハイウエイ・サービス（株）岐阜営業所

000001071 愛知県名古屋市中村区名駅南２ー１４ー１９ 日本ファイリング（株）名古屋支店

000000420 愛知県名古屋市名東区藤森２ー１８ 日本フィールドシステム（株）中部支店

000001239 岐阜県岐阜市六条江東２‐８‐８エムステイト１０５ 日本水機工（株）

000000662 岐阜県岐阜市金町６ー４ 日本無線（株）岐阜営業所

000001227 愛知県名古屋市中川区八熊２ー１ー１１ （株）日本メカトロニクス

000000663 愛知県名古屋市千種区千種３ー２０ー２０ 日本理化工業（株）

000000768 愛知県名古屋市昭和区福江３丁目４番２８号 日本リフト工業（株）

000000423 岐阜県大垣市犬ケ渕町２２ （株）丹羽住設

000001172 岐阜県安八郡安八町森部字山之神裏２３８８ー１ （有）庭神

000000424 岐阜県関市日之出町１丁目１０番地 （株）ニンテック

000001221 富山県富山市五福末広町１０３３ ＮＥＳ（株）

000000702 愛知県名古屋市昭和区小坂町２ー１３ 根本工業（株）

000000425 岐阜県大垣市新田町１ー９ー１リッツハイム１０３ （株）ノア　大垣支店

000000426 愛知県名古屋市昭和区円上町１ー１ （株）乃一

000000427 岐阜県岐阜市宇佐南２ー３ー８ 濃尾電機（株）

000000429 岐阜県郡上市大和町剣３２１ー１ （有）ノーヒデンキ

000001242 愛知県名古屋市天白区野並１丁目１１５番 野里電気工業（株）名古屋支店

000000430 岐阜県関市緑ヶ丘２ー５ー７８ （株）野田建設

000000431 岐阜県大垣市新田町４ー３０ ノダック（株）中部事業所

000001090 愛知県名古屋市中区錦３丁目５番２７号 （株）ノバック　名古屋支店

000000433 岐阜県岐阜市西河渡三丁目４６番地１ （株）野原電建



000001113 大阪府大阪市福島区海老江８ー９ー９ （株）博電舎

000000991 岐阜県岐阜市徹明通５ー１５ー２ （株）橋本

000000434 岐阜県大垣市東町１ー１７２ （株）橋本ターフ・コントロール

000000665 岐阜県不破郡垂井町東神田２ー８８ （株）ハシモト電気

000000435 岐阜県岐阜市清７５５ 長谷川体育施設（株）岐阜営業所

000001126 岐阜県岐阜市入舟町５ー５ 白光石油（株）

000000608 岐阜県羽島市福寿町間島８ー４５ （株）服部組

000001022 愛知県名古屋市熱田区南一番町２０ー３ （株）服部組

000000437 岐阜県安八郡輪之内町大薮１０８８ー２ 服部建材

000000438 岐阜県大垣市新田町５ー２２ （株）斫木村

000000666 愛知県名古屋市中村区名駅南２ー７ー５５ パナソニックＬＳエンジニアリング（株）中部支店

000001278 愛知県名古屋市中区丸の内１ー１７ー１９ パナソニック産機システムズ（株）中部支店

000000439 愛知県名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 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

000001200 岐阜県郡上市八幡町初納１５４２ー１ パブリックシステム（株）

000000965 岐阜県岐阜市西野町６ー１９ー３ （株）浜善装飾

000000440 岐阜県大垣市楽田町２ー１６３４ー１ （株）林組

000000441 岐阜県大垣市馬場町２番地 林工業（株）

000000442 岐阜県高山市江名子町３２４６番地１１ （株）林工務店

000000668 岐阜県多治見市京町１ー１３４ （株）林電機商会

000000669 愛知県名古屋市東区葵１ー１４ー１３ （株）原田鑿井設備工業所　名古屋営業所

000000443 岐阜県安八郡安八町大野６１１ 坂建設（株）

000001218 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１７番１９号 （株）ピーエス三菱　名古屋支店

000000786 愛知県名古屋市港区砂美町１６５ （株）光

000001033 岐阜県安八郡神戸町大字末守６３８番地１ （有）光塗装

000000447 岐阜県大垣市小野一丁目２２番地１ 久富電設（株）

000000448 岐阜県高山市下岡本町１８８４ー１ （株）ヒダアイテック

000000449 岐阜県高山市初田町３丁目４５番地２ 飛騨建設（株）

000001219 愛知県名古屋市中区栄三丁目１７番１２号 （株）日立インダストリアルプロダクツ　中部支店

000000450 岐阜県岐阜市薮田南一丁目５番１号 （株）日立国際電気　岐阜営業所

000001222 愛知県名古屋市熱田区桜田町１６番１７号 （株）日立産機システム　中部支社

000000454 愛知県名古屋市中区栄３ー１７ー１２大津通電気ビル （株）日立製作所　中部支社

000000451 愛知県名古屋市中村区名駅南１ー２４ー３０ 日立造船（株）中部支社

000000452 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 （株）日立ビルシステム　中部支社

000001006 愛知県名古屋市中区栄三丁目１７番１５号 （株）日立プラントサービス　中部支店

000000670 岐阜県高山市岡本町２丁目２０６番地４ ひだ緑化土木（株）

000000455 岐阜県岐阜市北鶉３ー２１ 日野吉工業（株）

000000784 岐阜県養老郡養老町直江６１３ー１ （株）ヒビ

000000457 岐阜県大垣市本今２ー２０ー１ 日比鑿泉工業

000000799 岐阜県養老郡養老町高田１３２７ー１ （有）日比設備

000000992 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２番１１号 表示灯（株）

000000459 岐阜県羽島市足近町直道５７８ 平井工業（株）

000000822 岐阜県岐阜市下奈良３丁目６番６号 （株）ビルカン

000000460 岐阜県大垣市綾野２ー２１７ ヒルムタ興業（株）

000001076 岐阜県中津川市坂下７５８ 福井電設（株）

000000462 岐阜県安八郡輪之内町福束新田２９６番地の２ （有）福島

000000463 愛知県名古屋市中区丸の内３ー２３ー８ （株）福田組　名古屋支店

000000858 愛知県名古屋市中村区太閤１丁目１番８号 富士工管（株）

000001054 東京都板橋区若木一丁目２６番１３号 富士工業（株）

000000467 岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田６９８ー１ （株）藤幸組

000000468 岐阜県瑞穂市本田７３５ （株）不二産業

000001038 愛知県名古屋市西区城西４ー５ー４ 富士産業（株）名古屋支店

000000671 愛知県名古屋市中区新栄２ー１ー９ （株）フジタ　名古屋支店

000001266 東京都品川区西品川一丁目１番１号 （株）富士通エフサス



000001279 愛知県名古屋市中村区名駅１ー１ー３ＪＲゲートタワー 富士通Ｊａｐａｎ（株）東海支社

000000471 愛知県名古屋市名東区猪高台１ー１３１５ （株）富士通ゼネラル　中部情報通信ネットワーク営業部

000000473 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番３号 富士通ネットワークソリューションズ（株）東海支店

000001127 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原２４９０ー１１３ （株）藤塚工務店

000001161 愛知県名古屋市中区錦２丁目２番２号 フジテック（株）名古屋支店

000000474 愛知県名古屋市中村区太閤３ー１ー１８ 富士古河Ｅ＆Ｃ（株）中部支社

000000475 岐阜県岐阜市花沢町２丁目１番地 藤吉工業（株）岐阜営業所

000000476 愛知県名古屋市中川区広住町５番２２号 （株）フソウ　名古屋支店

000000477 愛知県名古屋市中区錦２ー２ー１３ 扶桑電通（株）中部支店

000000478 岐阜県岐阜市石切町３７番地 （株）二葉工業所

000001094 岐阜県下呂市萩原町花池１４４ 二村板金工業（有）

000000479 愛知県名古屋市千種区内山２丁目６番２２号 （株）フューチャーイン

000000754 愛知県名古屋市中区栄５ー２４ー３３ フルエング（株）

000000701 岐阜県飛騨市古川町新栄町５ー６ 古川電気（株）

000000927 岐阜県海津市海津町西小島２０８ （株）古川電気

000000481 岐阜県安八郡安八町北今ケ渕４６９ （株）古沢組

000001297 岐阜県岐阜市太郎丸字寺下２１４８ （株）ブレイク

000000995 岐阜県大垣市赤坂町１９８２ー１ 文化シヤッター（株）大垣営業所

000000967 岐阜県岐阜市中鶉２ー９４ 文化シヤッターサービス（株）岐阜サービスステーション

000000673 岐阜県不破郡垂井町宮代５１３ 平成興産（株）

000000483 岐阜県安八郡輪之内町里６１２番地 （株）保安企画　輪之内事業所

000000484 愛知県名古屋市北区志賀町１ー１８ 邦英商興（株）

000000486 岐阜県大垣市長松町１０８７ー１ 豊和設備（株）

000000731 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 ホーチキ（株）名古屋支店

000000487 岐阜県大垣市新田町４ー２６ （株）ホクエー電工

000000971 岐阜県岐阜市加野７ー６ー３２ （有）ホクギ

000000489 石川県金沢市御影町２５ー１ （株）ホクコク地水

000000966 石川県金沢市古府３丁目１２番地 北菱電興（株）

000000491 岐阜県岐阜市福光東３ー１１ー２０２ 北研工業（株）

000001023 岐阜県飛騨市古川町高野１４１ー２ （株）洞口

000000492 岐阜県安八郡安八町西結２７６３ （株）堀組

000000493 岐阜県本巣市仏生寺６４０ー１ （株）堀部工務店

000001115 岐阜県山県市洞田５９０ー３ （有）本荘塗装

000000785 愛知県名古屋市東区矢田南３丁目１３番７号 （株）本陣

000000836 東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号 （株）前川製作所

000000494 愛知県名古屋市中区錦２ー１４ー２１ 前澤工業（株）名古屋支店

000000788 愛知県丹羽郡大口町大御堂１ー１９０ （株）前田グリーンサービスエンジニア

000000495 岐阜県岐阜市住ノ江町１丁目１５番地 前田建設工業（株）岐阜営業所

000001280 東京都港区海岸２丁目６番３０号ＭＳビル３階 （株）前田産業　東京支店

000000497 岐阜県大垣市南高橋町２ー４４ （株）牧野工務店

000000897 岐阜県大垣市新長沢町４ー１２ー１ 松井建設（株）

000001250 愛知県名古屋市中区栄五丁目２８番１２名古屋若宮ビル 松井建設（株）名古屋支店

000000499 岐阜県大垣市築捨町５ー８６ー１ 松井工業（株）

000000763 愛知県名古屋市中村区名駅南４ー１０ー１８ 松岡産業（株）

000000500 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪３６９ー６ （株）松岡電気商会

000001213 岐阜県飛騨市神岡町船津１４７８ 松下電建（株）

000000854 岐阜県岐阜市西島町８ー８ 松田リサイクル（株）

000000502 岐阜県岐阜市茜部中島２ー７４ー１ 松永建設（株）

000000503 岐阜県岐阜市長良福光１４７番地３ （株）松波テクノ

000000504 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ （株）松野組

000001295 愛知県名古屋市中区栄５丁目１番３２号 （株）松村組　名古屋支店



000000505 岐阜県岐阜市薮田東１ー６ー５ 松村工業（株）

000000678 愛知県名古屋市中区栄５丁目２８番１２号名古屋若宮ビル３階 （株）松村電機製作所　中部支店

000000506 岐阜県多治見市光ケ丘２ー２９ （株）松本電気設備

000000996 岐阜県岐阜市西河渡１ー７ー２ （株）マテックシノダ

000000508 岐阜県岐阜市須賀１ー１０ー１ 丸石（株）

000001137 岐阜県岐阜市入舟町４ー８ー１ （株）マルエイ

000001039 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原３２４９番地１ （有）マルカク

000000509 岐阜県羽島市小熊町東小熊３３９３ー２ 丸勝南谷建設（株）

000001190 岐阜県可児市下切３３１６ー２ （株）丸亀工務

000000679 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ 丸謹建設（株）

000000930 大阪府大阪市中央区谷町５ー３ー１７ 丸島産業（株）

000000510 岐阜県安八郡神戸町大字安次42 丸正産業（株）

000001252 岐阜県岐阜市城田寺１１４０ 丸伸興業（株）

000001194 岐阜県岐阜市金町８ー１フロンティア丸杉ビル （株）丸杉

000000511 岐阜県加茂郡白川町三川１２７０ 丸ス産業（株）

000001075 岐阜県瑞穂市野田新田４１４９番地１９ 丸武産業（有）

000000790 岐阜県岐阜市則松３ー２９２ （株）丸徳鉄工

000001267 岐阜県各務原市蘇原新栄町１ー６５ー１ 丸仲建設（株）岐阜支店

000000515 岐阜県岐阜市下奈良３丁目１番６号 （株）丸平工業

000000680 岐阜県本巣市海老５６ー４ 丸文産業（株）

000000517 愛知県名古屋市東区武平町５ー１名古屋栄ビルディング 丸茂電機（株）名古屋営業所

000000518 岐阜県岐阜市領下６ー４６ （株）丸泰

000000681 岐阜県各務原市小佐野町５丁目９５番地３ （株）御井重機

000001211 三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚３７１０番地 三重重工業（株）

000001117 愛知県常滑市金山字大屋敷１５ー２ （株）水野組

000001007 愛知県春日井市味美白山町１ー１０ー１６ （株）ミズプラ

000000777 岐阜県岐阜市八代３丁目４番２号 （株）三竹電工

000000521 愛知県名古屋市中区栄四丁目３番２６号 三井住友建設（株）中部支店

000001128 岐阜県瑞浪市土岐町９８６ー９５ ミツハラ防水（有）

000000867 愛知県名古屋市東区葵３丁目１８番１７号 三菱化工機（株）名古屋営業所

000000522 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２８番１２号 三菱電機（株）中部支社

000000523 岐阜県岐阜市橋本町２ー２０ 三菱電機ビルテクノサービス（株）中部支社　岐阜支店

000001162 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２１番３１号 三菱プレシジョン（株）中部支社

000000683 岐阜県岐阜市上芥見５２８ （株）ミナミエレック

000000525 岐阜県大垣市本今四丁目１３６番地１ 美濃工研（株）

000000526 岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原字陣場野９７５番地４７ 宮田鑿井工業（株）西濃営業所

000000932 愛知県名古屋市中区錦１ー２０ー１９ 宮地エンジニアリング（株）名古屋営業所

000000740 岐阜県羽島市福寿町平方８丁目３ー１ （株）雅建設

000000527 岐阜県山県市柿野４７ー１ 美山建設（株）

000000528 富山県富山市奥田新町１２ー３ （株）宮本工業所

000001220 岐阜県岐阜市領下７丁目３０番地 茗芯通設（株）

000000997 愛知県名古屋市中川区月島町６番１号 みらい建設工業（株）中部支店

000000998 愛知県名古屋市西区大金町五丁目６番地 （株）ミライト　東海支店

000001173 愛知県名古屋市北区清水一丁目１９番３号 （株）ミライト・テクノロジーズ　名古屋支店

000000684 岐阜県岐阜市本荘西３ー１０８ 未来土木（株）

000000529 岐阜県中津川市手賀野６４７ー６ ミリオン電工（株）

000001270 愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目１９番１０号 （株）麦島建設

000000530 岐阜県安八郡安八町西結1054 （有）結水道

000001214 岐阜県本巣市数屋４９６番地１ （有）ムトウ建工

000001041 愛知県名古屋市中区丸の内３ー１９ー１２ 村本建設（株）名古屋支店

000001271 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 （株）ムラヤマ



000000531 岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原３４４５ー８１ 室建設（株）

000000534 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 名工建設（株）

000000535 岐阜県岐阜市中鶉２ー２８ー１ 名光電気工事（株）

000000536 岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８アベニュー３ーＤ号室 名三工業（株）岐阜営業所

000000537 岐阜県岐阜市六条南２ー１２ー２０ （株）名神

000000939 愛知県江南市小杁町長者毛東１９７番地 （株）メイセイ

000001223 岐阜県大垣市興福地町３丁目８１番地 名石苑

000000841 岐阜県関市稲口字西島２５３ー５ （有）明装

000001182 岐阜県岐阜市入舟町二丁目１番地 名鉄ＥＩエンジニア（株）岐阜支店

000001202 愛知県清須市西枇杷島町一反五畝割４９６ー１ （株）明電エンジニアリング　中部支社

000000539 愛知県名古屋市中区錦１ー１７ー１３ （株）明電舎　中部支社

000001072 愛知県名古屋市昭和区広路通３丁目７番地の２ 名東電気工事（株）

000000873 岐阜県大垣市三塚町７６１ー１ 明明電業（株）

000000755 岐阜県岐阜市八ツ寺町１丁目９番地 名菱電子（株）岐阜支店

000001260 愛知県名古屋市東区葵三丁目２３ー７千種ファーストビルＮ４階 明和工業（株）名古屋営業所

000000838 岐阜県飛騨市古川町宮城町５００番地の１ （株）メカトロニクス

000000540 愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号 メタウォーター（株）営業本部　中日本営業部

000001129 大阪府大阪市中央区道修町４丁目５番１７号Ｍ＆Ｍビル４階 （株）森組　大阪本店

000000542 愛知県名古屋市昭和区広路通１ー１２ （株）森田鉄工所　名古屋営業支店

000001186 愛知県名古屋市中区栄三丁目１番１号 （株）守谷商会　名古屋支店

000000546 岐阜県大垣市美和町１８４８ー７ 森塗装工業（株）

000000547 岐阜県本巣市見延１４３０ー８ 森松工業（株）

000000548 岐阜県安八郡神戸町大字神戸７０６ー２ （株）弥栄管工社

000001292 岐阜県岐阜市鶴田町３ー２４ 安田（株）

000001285 岐阜県大垣市中野町３ー２４ー１ 安田建築（株）

000001058 岐阜県揖斐郡池田町藤代２９５番地 安田工業（株）

000000550 岐阜県岐阜市吉野町３ー８ 安田電機暖房（株）

000000696 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 矢田工業（株）

000000552 岐阜県関市弥生町１ー４ー３０ ヤハギ道路（株）岐阜営業所

000000554 岐阜県岐阜市坂井町２ー８ 山一電気（株）

000000555 岐阜県恵那市山岡町下手向５５５ 山岡電気工事（株）

000001244 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲大洞５３１ー２ 山岸建設（株）

000000556 岐阜県安八郡輪之内町里１１２５ （株）山北建設

000001000 岐阜県大垣市上石津町牧田６８６ー１ （有）山口建設

000001164 岐阜県美濃市1335 （株）山口工務店

000000557 愛知県名古屋市西区則武新町１ー３ー５ （株）山越

000000558 岐阜県海津市南濃町山崎９６９ー１ 山＊工業（株）

000000818 岐阜県関市小瀬１１１８番地４ （株）山佐組

000000934 岐阜県高山市千島町１０７４番地３ 山下技装（株）

000000560 岐阜県岐阜市茜部菱野１丁目１０５番地１ （株）ヤマシタ工務店　岐阜支店

000000705 大阪府大阪市中央区日本橋一丁目１７番１７号 山田工業（株）

000000692 岐阜県加茂郡東白川村神土７８８ 山田土建（株）

000000563 岐阜県大垣市南高橋町３ー１０２ （株）山中工務店

000000739 愛知県名古屋市中区錦１ー１８ー２８ ヤマハサウンドシステム（株）名古屋営業所

000000565 岐阜県揖斐郡揖斐川町三倉１３３ー１ （株）ヤマモト

000000566 愛知県名古屋市東区東桜２ー１３ー３０ ヤンマーエネルギーシステム（株）名古屋支店

000001225 岐阜県加茂郡坂祝町取組４９０ー１ （株）悠司工業

000001077 愛知県名古屋市中区錦３ー２５ー１１ （株）有電社　中部支店

000000567 愛知県名古屋市中区千代田５丁目１３番３６号 （株）雄電社　名古屋支店

000000044 岐阜県海津市南濃町駒野９５４ー９ （有）ユートック

000001059 大阪府大阪市城東区古市１丁目４番２３号 ユタカインテグレーション（株）



000000945 岐阜県土岐市土岐津町土岐口１５８９番地の１ ユニオン（株）

000000568 岐阜県岐阜市中鶉１ー３０ー１ ユニオンテック（株）

000001191 愛知県名古屋市名東区一社３ー７ （株）ユニホー

000000935 愛知県名古屋市熱田区一番三丁目５番１９号 横河ソリューションサービス（株）中部支社

000001092 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目４５番７号 （株）横河ブリッジ　名古屋営業所

000000712 岐阜県可児市大森１５３０ー２ 横山工業（株）

000000571 岐阜県羽島市桑原町八神３６６１ （株）吉川組

000000687 愛知県名古屋市中区栄一丁目２９番１９号ヤスイビル５階 吉川建設（株）名古屋支店

000001245 滋賀県長浜市榎木町２０１１ （株）＊工

000000846 愛知県名古屋市港区新茶屋５丁目３０１１番地 ＊田工機（株）

000001066 岐阜県大垣市赤坂町３２２５ー１ （株）吉田工務店

000000573 岐阜県岐阜市柳津町上佐波２ー２７６ 吉村造園土木（株）

000001258 岐阜県安八郡輪之内町四郷１６１５ー２０ よしやす住設

000000575 愛知県名古屋市中村区則武１ー３ー８野村新名古屋ビル 理水化学（株）名古屋支店

000001183 岐阜県安八郡安八町森部２４１６ー１ （株）リュウセイ

000000576 岐阜県岐阜市日置江２ー８５ー１ りゅうでん（株）

000000862 岐阜県岐阜市薮田東１ー４ー１１ 菱和エアコン（株）岐阜支店

000000689 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目１６番３０号 りんかい日産建設（株）名古屋支店

000001212 岐阜県瑞穂市別府２７６ ロイヤル電気産業（株）

000001153 岐阜県岐阜市茜部新所３丁目７３番地 （株）ワイエス・コーポレーション

000001154 岐阜県大垣市外渕１ー８７ー１ （株）ワイズ

000000579 岐阜県岐阜市菅生７ー３ー２４ 和光通信（株）

000000581 岐阜県海津市海津町高須町７２０ー１ （株）渡辺組

000000580 岐阜県大垣市三本木４ー５８ （株）渡辺組

000001060 岐阜県大垣市本今３ー２８ ワタナベ設備工業（株）

000000583 岐阜県安八郡安八町牧９０９ー１ （株）ワタミ


