
事業所の所在地 名  称
1 千代⽥区 警視庁 （他67）

69 千代⽥区 東京⼆⼗三区清掃⼀部事務組合
70 千代⽥区 ⼈事院 事務総局
71 千代⽥区 総務省 ⼤⾂官房会計課
72 千代⽥区 中央労働⾦庫 市⾕⽀店
73 千代⽥区 ⼤和リース株式会社 東京本店
74 千代⽥区 株式会社キクテック
75 千代⽥区 衆議院事務局管理部⾃動⾞課
76 千代⽥区 ⾸都⾼電気メンテナンス株式会社
77 千代⽥区 株式会社セブンイレブン・ジャパン
78 千代⽥区 ⽇之出⽔道機器株式会社
79 千代⽥区 三井不動産リアルティ株式会社
80 千代⽥区 ⼀般社団法⼈ ⽇本⾎液製剤機構東京統括部
81 千代⽥区 寶紙業株式会社
82 千代⽥区 ⽇本住宅流通株式会社 東京⽀社
83 千代⽥区 ⼤和ハウスリフォーム株式会社東京リフォーム事業部
84 千代⽥区 株式会社恩⽥組
85 千代⽥区 児童発達⽀援放課後等ディサービス ぴかいち
86 千代⽥区 綜合警備保障株式会社城⻄⽀社九段北営業所
87 千代⽥区 前⽥建設⼯業株式会社
88 千代⽥区 常盤⼯業株式会社
89 千代⽥区 株式会社 テンプリント
90 千代⽥区 ⽇本オーチス・エレベータ株式会社 港営業所
91 千代⽥区 トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社
92 千代⽥区 株式会社サンワ
93 千代⽥区 社団法⼈実践倫理宏正会
94 千代⽥区 株式会社⽇測
95 千代⽥区 上野硝⼦⼯業株式会社
96 千代⽥区 ⽇本ホテル株式会社ホテルメトロポリタンエドモント
97 千代⽥区 カバヤ⾷品株式会社
98 千代⽥区 東京消防庁⾳楽隊
99 千代⽥区 ⼤東電材株式会社東京⽀店

100 千代⽥区 株式会社 ニューオータニ
101 千代⽥区 ⼤和リビング株式会社 東京⽀店
102 千代⽥区 フジクリーン⼯業株式会社 東京⽀店
103 千代⽥区 アイ・エム・アイ株式会社
104 千代⽥区 株式会社 レンタルのニッケン
105 千代⽥区 ⽇本臓器製薬株式会東京第⼀⽀店
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106 千代⽥区 関東総合通信局
107 千代⽥区 東京法務局
108 千代⽥区 マツダ株式会社
109 千代⽥区 株式会社 東亞
110 千代⽥区 ⽇⾼⼯業株式会社
111 千代⽥区 レールダルメディカルジャパン株式会社
112 千代⽥区 丸紅エネルギー株式会社
113 千代⽥区 ⾦融庁 総合政策局秘書課
114 千代⽥区 冨⼠機材株式会社
115 千代⽥区 ＫＤＤＩ株式会社
116 千代⽥区 前⽥建設⼯業株式会社 東京⼟⽊⽀店
117 千代⽥区 株式会社 ⽥中⻭科器械店
118 千代⽥区 総務省消防庁 応急対策室
119 千代⽥区 ゲルペ・ジャパン株式会社
120 千代⽥区 株式会社 コスモスペース
121 千代⽥区 海上保安庁
122 千代⽥区 東京都市開発株式会社
123 千代⽥区 株式会社 バスクリン
124 千代⽥区 ライト⼯業株式会社
125 千代⽥区 第⼀企業株式会社
126 千代⽥区 ＩＨＩ運搬機械株式会社東京第三サービスセンター
127 千代⽥区 株式会社 バスクリン
128 千代⽥区 国⽴国会図書館
129 千代⽥区 国⼟交通省⼤⾂官房秘書室第⼀⾞庫
130 千代⽥区 旭⽇興産株式会社
131 千代⽥区 株式会社⽇本シークレットサービス
132 千代⽥区 株式会社 ウエノフードテクノ
133 千代⽥区 株式会社 バスクリン東京⽀店
134 千代⽥区 ナカノフドー建設東京本店
135 千代⽥区 ＡＬＳＯＫファシリティーズ株式会社 東京⽀社
136 千代⽥区 外務省⼤⾂官房会計課
137 千代⽥区 武蔵野⼯業株式会社
138 千代⽥区 財務省⼤⾂官房会計課
139 千代⽥区 アウディジャパン販売株式会社Audi City紀尾井町
140 千代⽥区 警視庁職員信⽤組合 本店
141 千代⽥区 第⼀三共株式会社⽂京営業所
142 千代⽥区 株式会社桜井⾷品
143 千代⽥区 株式会社 レーベンコミュニティ
144 千代⽥区 合資会社⽇本医学広告社
145 千代⽥区 千代⽥区千代⽥清掃事務所飯⽥橋⾞庫
146 千代⽥区 セコム損害保険株式会社
147 千代⽥区 オハヨー乳業株式会社 東京⽀店
148 千代⽥区 シャープファイナンス株式会社



149 千代⽥区 三井ホームエステート株式会社
150 千代⽥区 株式会社 リオ・ホールディングス
151 千代⽥区 株式会社 富⼠植⽊
152 千代⽥区 株式会社アペックス
153 千代⽥区 ダイダン株式会社東京本社
154 千代⽥区 内閣法制局（⻑官総務室）
155 千代⽥区 株式会社⽇テレ・テクニカル・リソーシズ
156 千代⽥区 垣⾒油化株式会社
157 千代⽥区 プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー
158 千代⽥区 オフィスコム株式会社
159 千代⽥区 雪印メグミルクビジネスソリューション株式会社
160 千代⽥区 警察庁⻑官官房会計課
161 千代⽥区 株式会社伊勢半
162 千代⽥区 株式会社きんでん東京本社
163 千代⽥区 セントラル総合開発株式会社
164 千代⽥区 株式会社 松村組東京⽀店
165 千代⽥区 サンセイ株式会社 東京⽀社
166 千代⽥区 株式会社 ポプラ社
167 千代⽥区 ニットーボーメディカル株式会社
168 千代⽥区 内閣府 ⼤⾂官房会計課 内閣府８号館庁舎
169 千代⽥区 住友⼤阪セメント株式会社
170 千代⽥区 株式会社オーヤラックス
171 千代⽥区 株式会社イトーヨーカ堂
172 千代⽥区 株式会社 千代⽥ビデオ
173 千代⽥区 東京海上⽇動⽕災保険株式会社東京⾃動⾞営業第四部
174 千代⽥区 ⽇本ケロッグ合同会社
175 千代⽥区 ⼤和ハウスリアルティマネジメント株式会社
176 千代⽥区 トヨタホーム東京株式会社
177 千代⽥区 ハウス⾷品株式会社
178 千代⽥区 ハウス⾷品グループ本社株式会社
179 千代⽥区 株式会社 ワコー
180 千代⽥区 株式会社ファミリーマート 第１ディストリクト ⽂京営業所
181 千代⽥区 ⼤⽇本商事株式会社
182 千代⽥区 会計検査院
183 千代⽥区 ラディックス株式会社
184 千代⽥区 株式会社ナカノフドー建設
185 千代⽥区 ⼤和ハウスプロパティマネジメント株式会社
186 千代⽥区 ⼤和物流株式会社 東京⽀社
187 千代⽥区 株式会社ファミリーマート 東京第１ディストリクト台東営業所
188 千代⽥区 株式会社ユニホー
189 千代⽥区 ⼤王製紙株式会社
190 千代⽥区 ⼤和不動産鑑定株式会社東京本社
191 千代⽥区 千代⽥区役所



192 千代⽥区 株式会社トヨタエンタプライズ
193 千代⽥区 ⽇本セイフティー株式会社
194 千代⽥区 株式会社国元商会東京⽀店
195 千代⽥区 株式会社⼤塚商会
196 千代⽥区 ⾸都⾼速道路株式会社東京⻄局
197 千代⽥区 株式会社サンテック
198 千代⽥区 ⾃由⺠主党
199 千代⽥区 ポップリベット・ファスナー株式会社
200 千代⽥区 サンヨーホームズ株式会社 東京⽀店
201 千代⽥区 コロプラスト株式会社
202 千代⽥区 関東信越厚⽣局⿇薬取締部
203 千代⽥区 農林⽔産省 ⼤⾂官房経理課
204 千代⽥区 エビス建販株式会社
205 千代⽥区 関東公安調査局
206 千代⽥区 霞が関キャピタル株式会社
207 千代⽥区 霞が関キャピタル株式会社
208 千代⽥区 ハイデンハイン株式会社
209 千代⽥区 冨⼠機材株式会社
210 千代⽥区 株式会社ヤマイチテクノ東京⽀店
211 千代⽥区 株式会社 スターズ アンドハーツ
212 千代⽥区 カシオ計算機株式会社
213 千代⽥区 株式会社 京⼆
214 千代⽥区 参議院事務局
215 千代⽥区 ⽇産⾃動⾞販売株式会社 九段店
216 千代⽥区 株式会社エービーシー商会
217 千代⽥区 株式会社 ヌーベルバーグ
218 千代⽥区 ＭＳＤ株式会社
219 千代⽥区 ヘモネティクスジャパン合同会社
220 千代⽥区 株式会社ジャストヒューマンネットワーク
221 千代⽥区 株式会社 エル・コーエイ
222 千代⽥区 協和警備保障株式会社東京⽀社
223 千代⽥区 デジタル庁
224 千代⽥区 株式会社帆栄物流
225 千代⽥区 独⽴⾏政法⼈ 国際協⼒機構（⼤新東株式会社）
226 千代⽥区 アズマ株式会社
227 千代⽥区 オークラヤリビング株式会社
228 千代⽥区 内閣府⼤⾂官房会計課 官邸⾞庫
229 千代⽥区 株式会社 毎⽇新聞社
230 千代⽥区 株式会社エフ・イー・ティーシステム
231 千代⽥区 （株）メヂカルフレンド社
232 千代⽥区 ⽯原バイオサイエンス株式会社東京⽀店
233 千代⽥区 株式会社 ホンダファイナンス
234 千代⽥区 ⼤和綜合印刷株式会社



235 千代⽥区 ⽂部科学省
236 千代⽥区 株式会社 オリエントコーポレーション 総務部
237 千代⽥区 ナブコシステム株式会社
238 千代⽥区 国⼟交通省 関東地⽅整備局東京国道事務所
239 千代⽥区 ⽇本⼯営株式会社
240 千代⽥区 株式会社 オリエントコーポレーション 東京オート⽀店
241 千代⽥区 アデコ株式会社
242 千代⽥区 ⾸都⾼電気メンテナンス株式会社
243 千代⽥区 （株）ファミリーマート東京第⼀ディストリクト
244 千代⽥区 ミラリジャパン株式会社
245 千代⽥区 富⼠フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱
246 千代⽥区 （株）カントー
247 千代⽥区 エレコム株式会社
248 千代⽥区 株式会社錢⾼組東京⽀社
249 千代⽥区 トヨタモビリティ東京 株式会社
250 千代⽥区 ⽇本ヒルズ・コルゲート株式会社
251 千代⽥区 ⽇本郵便株式会社 麹町郵便局第⼀集配営業部
252 千代⽥区 ⽇本郵便株式会社 麹町郵便局第⼆集配営業部
253 千代⽥区 ⼤和ハウス賃貸リフォーム㈱本社東京事務所及び関東⽀店
254 千代⽥区 ⾸都⾼機械メンテナンス（株）
255 千代⽥区 伊藤忠エネクス株式会社
256 千代⽥区 ⽇本機械商事（株）
257 千代⽥区 能美防災（株）
258 千代⽥区 国税庁⻑官官房会計課
259 千代⽥区 DXアンテナ株式会社
260 千代⽥区 カールツァイス株式会社
261 千代⽥区 インテルコム株式会社
262 千代⽥区 興研株式会社
263 千代⽥区 株式会社ザイマックス
264 千代⽥区 ㈱ジェルコミュニケーション東京⽀店
265 千代⽥区 東京消防庁麹町消防署
266 千代⽥区 （株）培⾵館
267 千代⽥区 ゼンテリア株式会社
268 千代⽥区 株式会社⼤興商会販売グループ
269 千代⽥区 株式会社三菱総合研究所秘書室
270 千代⽥区 株式会社ｾﾌﾞﾝ・ｲﾚﾌﾞﾝ・ｼﾞｬﾊﾞﾝ（総務部）
271 千代⽥区 実教出版株式会社営業部・企画開発部
272 千代⽥区 ヒノキ肌粧品⾸都圏販売株式会社営業部
273 千代⽥区 クリート建材株式会社
274 千代⽥区 ㈱ ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 東京第１地区営業統括部 千代⽥営業所
275 千代⽥区 ㈱ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ東⽇本エリア本部東京第⼀ﾘｰｼﾞｮﾝ開発グループ
276 千代⽥区 ㈱ ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 東京第１ディストリクト 中央営業所
277 千代⽥区 株式会社秋⽥書店



278 千代⽥区 MSDアニマルヘルス株式会社
279 千代⽥区 東京硝⼦（株）
280 千代⽥区 三共グラフィック株式会社飯⽥橋営業所
281 千代⽥区 株式会社フィガロ
282 千代⽥区 麹町警察署
283 千代⽥区 株式会社ワールドコーポレーション
284 千代⽥区 株式会社プラスト
285 千代⽥区 株式会社シンプレクス・リアルティ
286 千代⽥区 トライデントイタリア株式会社マセラティ紀尾井町
287 千代⽥区 株式会社FPパートナー四⾕⽀社
288 千代⽥区 ⽇東商事株式会社
289 千代⽥区 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
290 千代⽥区 ⾼⼭⼯業株式会社
291 千代⽥区 株式会社アイティフォー
292 千代⽥区 エレコム株式会社
293 千代⽥区 芙蓉総合リース株式会社総務部
294 千代⽥区 株式会社FPパートナー市ヶ⾕オフィス
295 千代⽥区 共⽴速記印刷株式会社
296 千代⽥区 村本建設株式会社東京⽀店
297 千代⽥区 ニチレキ株式会社
298 千代⽥区 第⼀⽯産運輸株式会社
299 千代⽥区 株式会社東京海上あんしんエージェンシー
300 千代⽥区 株式会社 アムコ
301 千代⽥区 ベルテクス建設株式会社
302 千代⽥区 東京都警察情報通信部
303 千代⽥区 株式会社メディアクリエイトコミュニケーションズ管理本部
304 千代⽥区 株式会社三省堂
305 千代⽥区 ⼤和ハウスプロパティマネジメント株式会社
306 千代⽥区 エリエールフィールドパートナー株式会社
307 千代⽥区 最⾼裁判所 事務総局
308 千代⽥区 旭ダイヤモンド⼯業株式会社
309 千代⽥区 株式会社 坂⼝
310 千代⽥区 医療法⼈社団こころとからだの元氣プラザ
311 千代⽥区 興国インテック株式会社
312 千代⽥区 株式会社東京ダイケンビルサービス
313 千代⽥区 ダイトロン株式会社
314 千代⽥区 朝⽇エティック株式会社 東京本部
315 千代⽥区 東京海上⽇動調査サービス株式会社
316 千代⽥区 ⼤同興業株式会社東京⽀店
317 千代⽥区 ⽇本⼤学本部
318 千代⽥区 共⽴製薬株式会社
319 千代⽥区 フイリップ モリス ジャパン合同会社
320 千代⽥区 株式会社ライダース・パブリシティ



321 千代⽥区 ⼤和ハウス⼯業株式会社東京本店
322 千代⽥区 国⼟交通省⼤⾂官房秘書室第⼆⾞庫
323 千代⽥区 ⾸都⾼カー・サポート株式会社⻄東京地区⾞両運⾏管理事務所
324 千代⽥区 ⽇経印刷株式会社
325 千代⽥区 株式会社デザインアーク東京⽀店
326 千代⽥区 ⼤和エステート株式会社東京店
327 千代⽥区 ⽇本カルミック株式会社
328 千代⽥区 東京消防庁丸の内消防署
329 千代⽥区 厚⽣労働省⼤⾂官房会計課
330 千代⽥区 株式会社 みずほ銀⾏
331 千代⽥区 株式会社関電⼯中央⽀店中央⽀社
332 千代⽥区 ⽇本郵便株式会社
333 千代⽥区 株式会社 読売新聞 東京本社
334 千代⽥区 東京消防庁総務部総務課
335 千代⽥区 ⽯垣メンテナンス株式会社
336 千代⽥区 （株）国際協⼒銀⾏
337 千代⽥区 みずほ証券株式会社
338 千代⽥区 東京都下⽔道サービス株式会社千代⽥事業所
339 千代⽥区 第⼀⽣命保険株式会社
340 千代⽥区 ㈱NTTME NWサービス事業本部東京事業所
341 千代⽥区 三井住友信託銀⾏株式会社
342 千代⽥区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏新丸の内⽀店
343 千代⽥区 中央⽇本⼟地建物株式会社
344 千代⽥区 ユーピーアール株式会社
345 千代⽥区 インテル株式会社
346 千代⽥区 ノボノルディスクファーマ株式会社
347 千代⽥区 ㈱ISSリアライズ東京⽀店
348 千代⽥区 ⽇本化薬株式会社
349 千代⽥区 株式会社⽇経プラザ＆サービス
350 千代⽥区 名港海運株式会社
351 千代⽥区 芝浦機械株式会社
352 千代⽥区 株式会社ゴールドクレスト
353 千代⽥区 ⽇本製鉄株式会社
354 千代⽥区 東京ワークシェアー株式会社
355 千代⽥区 古河電気⼯業株式会社
356 千代⽥区 ＪＦＥスチール株式会社
357 千代⽥区 株式会社東京會舘
358 千代⽥区 ⾼圧ガス⼯業株式会社東京事務所 ガス事業本部
359 千代⽥区 シービーアールイー株式会社
360 千代⽥区 カルビー㈱東⽇本営業部
361 千代⽥区 三井住友ファイナンス＆リース株式会社
362 千代⽥区 株式会社エム・シー・ファシリティーズ
363 千代⽥区 ＴＰＲ 株式会社



364 千代⽥区 中⽇新聞東京本社（東京新聞）
365 千代⽥区 ⽇本郵政株式会社
366 千代⽥区 経済産業省⼤⾂官房 情報システム厚⽣課
367 千代⽥区 東京消防庁 丸の内消防署有楽町出張所
368 千代⽥区 ⽇本電⼦株式会社東京⽀店
369 千代⽥区 キグナス⽯油株式会社
370 千代⽥区 三菱地所株式会社
371 千代⽥区 株式会社 ⽇本政策⾦融公庫管財部
372 千代⽥区 明治安⽥⽣命保険相互会社総務部
373 千代⽥区 東京都下⽔道サービス株式会社
374 千代⽥区 株式会社 ⽇⽴製作所
375 千代⽥区 株式会社 モリモト
376 千代⽥区 株式会社 鉄鋼ビルディング
377 千代⽥区 ジャパンフリトレー株式会社
378 千代⽥区 株式会社トヨタエンタプライズ
379 千代⽥区 富国⽣命保険相互会社
380 千代⽥区 佐藤商事株式会社
381 千代⽥区 富⼠ビジネス株式会社
382 千代⽥区 ネットワンシステムズ株式会社
383 千代⽥区 環境省
384 千代⽥区 丸紅株式会社東京本社
385 千代⽥区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏総務部
386 千代⽥区 株式会社パレスホテル
387 千代⽥区 三菱ＵＦＪモンガン・スタンレー証券株式会社
388 千代⽥区 華為技術⽇本株式会社
389 千代⽥区 斎久⼯業株式会社東京⽀店
390 千代⽥区 三菱電機株式会社
391 千代⽥区 農林中央⾦庫 総合企画部ファシリティマネジメント室
392 千代⽥区 総合メディカル株式会社東京オフィス
393 千代⽥区 ⼤樹⽣命保険株式会社
394 千代⽥区 法務省⼤⾂官房会計課
395 千代⽥区 株式会社⼤和証券ビジネスセンター
396 千代⽥区 ⽇本⽣命保険相互会社
397 千代⽥区 みずほ信託銀⾏株式会社
398 千代⽥区 出光興産株式会社
399 千代⽥区 ⽇本⾞輌製造株式会社
400 千代⽥区 株式会社セントラルビルメンティナンス
401 千代⽥区 東京海上⽇動⽕災保険株式会社
402 千代⽥区 ヨシモトポール株式会社
403 千代⽥区 株式会社アール＆キャリア
404 千代⽥区 ＮＴＴアノードエナジー株式会社東⽇本事業本部東京事業部東京中
405 千代⽥区 東京海上⽇動⽕災保険株式会社
406 千代⽥区 ＥＮＥＯＳ株式会社



407 千代⽥区 ⽇本管理センター株式会社
408 千代⽥区 ⽇本カルミック株式会社東京東オフィス
409 千代⽥区 ⽇本郵船株式会社
410 千代⽥区 東京地⽅検察庁
411 千代⽥区 株式会社オープンハウスグループ
412 千代⽥区 ⼀般財団法⼈⽇本がん知識普及協会
413 千代⽥区 株式会社サラダコスモ
414 千代⽥区 ⽇本調剤株式会社
415 千代⽥区 アリナミン製薬株式会社
416 千代⽥区 株式会社ノグチＨＤ
417 千代⽥区 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ株式会社ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙｴｸｾﾚﾝｽ社
418 千代⽥区 皇宮警察本部会計課
419 千代⽥区 昭⽯化⼯株式会社
420 千代⽥区 宮内庁管理部⾞⾺課⾃動⾞班
421 千代⽥区 三菱HCキャピタル株式会社
422 千代⽥区 株式会社レッドアンドイエロー
423 千代⽥区 旭化成株式会社
424 千代⽥区 トヨタファイナンス株式会社
425 千代⽥区 ⽇本パレットレンタル株式会社
426 千代⽥区 株式会社 ムゲンエステート
427 千代⽥区 株式会社ドコモCSオンサイト東京
428 千代⽥区 株式会社ＳＭＢＣ信託銀⾏
429 千代⽥区 ⽇⽴Astemo株式会社
430 千代⽥区 株式会社メタルワン鉄鋼販売
431 千代⽥区 公正取引委員会事務総局 官房⼈事課
432 千代⽥区 全国農業協同組合連合会
433 千代⽥区 株式会社タカラレーベン
434 千代⽥区 株式会社NTT東⽇本‐南関東東京南⽀店千代⽥サービスセンター
435 千代⽥区 ⻑⽥広告株式会社
436 千代⽥区 東京都下⽔道サービス株式会社中部施⼯管理事務所
437 千代⽥区 警視庁丸の内警察署
438 千代⽥区 株式会社三井住友銀⾏
439 千代⽥区 ⽇鉄鉱業株式会社
440 千代⽥区 東京消防庁警防部警防課
441 千代⽥区 皇宮警察本部吹上護衛署
442 千代⽥区 皇宮警察本部坂下護衛署
443 千代⽥区 皇宮警察本部護衛第⼀課
444 千代⽥区 皇宮警察本部警備第⼀課
445 千代⽥区 有限会社エイ・アンド・エイカーリース
446 千代⽥区 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社
447 千代⽥区 東京消防庁装備部装備課
448 千代⽥区 旭化成ホームプロダクツ株式会社
449 千代⽥区 ジャパンベストレスキューシステム株式会社



450 千代⽥区 ⼤成建設株式会社東京⽀店東⻄線⽵橋駅⼟⽊⼯事作業所
451 千代⽥区 株式会社 夢真
452 千代⽥区 東京消防信⽤組合
453 千代⽥区 東京都下⽔道局中部下⽔道事務所
454 千代⽥区 タイムズ24株式会社 第2営業本部東京東⽀店
455 千代⽥区 タイムズ２４株式会社 第⼆事業本部 東京中央⽀店
456 千代⽥区 タイムズ２４株式会社 法⼈営業部
457 千代⽥区 東京海上⽇動レックサービス株式会社
458 千代⽥区 住友林業株式会社
459 千代⽥区 株式会社 バッファロー・ＩＴ・ソリューションズ
460 千代⽥区 出光クレジット株式会社
461 千代⽥区 斎久⼯業株式会社
462 千代⽥区 東⽇本旅客鉄道株式会社東京配電技術センター
463 千代⽥区 皇漢堂製薬株式会社皇漢堂薬品株式会社東京事業所
464 千代⽥区 株式会社 ⽇建
465 千代⽥区 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
466 千代⽥区 ⽇本住宅株式会社
467 千代⽥区 三菱ケミカルグループ株式会社
468 千代⽥区 ＵＢＥ三菱セメント株式会社東京⽀社
469 千代⽥区 株式会社三井住友銀⾏本店法⼈営業部
470 千代⽥区 株式会社CULEN
471 千代⽥区 東京海上⽇動⽕災保険株式会社⼤⼿町ファーストスクエア所属部
472 千代⽥区 三菱商事ライフサイエンス株式会社
473 千代⽥区 清和綜合建物株式会社 総務部
474 千代⽥区 三⾕商事株式会社産業エネルギー事業部東京⽯油部
475 千代⽥区 ⻑瀬産業株式会社
476 千代⽥区 丸紅フォレストリンクス株式会社
477 千代⽥区 北恵株式会社 東京営業所
478 千代⽥区 吉野⽯膏株式会社
479 千代⽥区 アズビル株式会社
480 千代⽥区 ⽇新⼯業株式会社
481 千代⽥区 髙松建設株式会社東京本店
482 千代⽥区 株式会社マルカ
483 千代⽥区 東京リスマチック㈱内神⽥センター
484 千代⽥区 ㈱シノテスト
485 千代⽥区 ㈱ニッケーコー東京営業所
486 千代⽥区 千代⽥洋紙㈱
487 千代⽥区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏神保町⽀店
488 千代⽥区 齋⽥産業㈱
489 千代⽥区 ㈱朝⽇出版社
490 千代⽥区 ㈱精興社神⽥事業所
491 千代⽥区 株式会社 エータイ
492 千代⽥区 ㈱阿部商会



493 千代⽥区 株式会社ツムラ東京⽀店病専第⼆営業所
494 千代⽥区 南陽吉久株式会社 東京事業所
495 千代⽥区 株式会社ブリッジス
496 千代⽥区 株式会社 セロテック 東京⽀店
497 千代⽥区 ㈱ユニマットライフ⽇本橋セールスセンター
498 千代⽥区 ㈱堀場製作所 東京⽀店
499 千代⽥区 ㈱島津製作所東京⽀社
500 千代⽥区 ㈱極東書店
501 千代⽥区 武⽥薬品⼯業株式会社東京⽀店循環器ワクチングル−プ
502 千代⽥区 ⽇⼯㈱東京⽀社
503 千代⽥区 ㈱⼤昭光
504 千代⽥区 昌運⼯業株式会社
505 千代⽥区 ㈱アグリス
506 千代⽥区 株式会社⽇本ピーエス東京⽀店
507 千代⽥区 冨⼠エレベ−タ−⼯業㈱
508 千代⽥区 ㈱⽵尾
509 千代⽥区 ㈱博⽂社
510 千代⽥区 ㈱協⽴製作所
511 千代⽥区 （株）ツムラ東京⽀店 病専第⼀営業所
512 千代⽥区 ⽣和コーポレーション株式会社東⽇本本社⼯事部
513 千代⽥区 ⾸都⾼カ−・サポ−ト株式会社神⽥⾞両管理基地
514 千代⽥区 任天堂販売株式会社
515 千代⽥区 ㈱コアズ東京事業本部
516 千代⽥区 東酒類㈱
517 千代⽥区 ㈱ショーファーサービス
518 千代⽥区 ヴィルトゲン・ジャパン㈱
519 千代⽥区 株式会社北村製作所 東京⽀店
520 千代⽥区 ㈱エイチアンドエフ東京⽀社
521 千代⽥区 ㈱ナガノトマト
522 千代⽥区 森紙業㈱
523 千代⽥区 東京官書普及㈱
524 千代⽥区 東京ガスライフバルＥ−Ｄｏ㈱
525 千代⽥区 髙松テクノサービス株式会社
526 千代⽥区 不⼆ラテックス㈱
527 千代⽥区 クリヤマジャパン㈱東京⽀社
528 千代⽥区 株式会社 下倉楽器
529 千代⽥区 ㈱ＪＣＭ
530 千代⽥区 ㈱吉成電気⼯業所
531 千代⽥区 ⽇新⽕災海上保険㈱
532 千代⽥区 ⼤同化学株式会社
533 千代⽥区 ㈱⽇本グリーンサイクル
534 千代⽥区 (財)結核予防会第⼀健康相談所
535 千代⽥区 テスコ株式会社



536 千代⽥区 学校法⼈ 駿河台学園
537 千代⽥区 株式会社 富⼠薬品
538 千代⽥区 ニッコー㈱ 東京本社
539 千代⽥区 杏林製薬株式会社
540 千代⽥区 ㈱アイピー⼆⼗⼀
541 千代⽥区 ハート㈱東京⽀店
542 千代⽥区 旭化成建材株式会社
543 千代⽥区 ㈱全販
544 千代⽥区 ㈱三省堂書店
545 千代⽥区 (株)ベルテクノ
546 千代⽥区 ⼤鵬薬品⼯業㈱
547 千代⽥区 株式会社シ−ド
548 千代⽥区 ㈱⼤塚製薬⼯場東京⽀店
549 千代⽥区 (株)タイガ−
550 千代⽥区 ㈱ア−クライフ
551 千代⽥区 安⽥不動産株式会社
552 千代⽥区 ト−ルエクスプレスジャパン㈱
553 千代⽥区 ⼤塚⾷品㈱消費者商品事業本部
554 千代⽥区 丸三機械建設㈱
555 千代⽥区 旭化成メディカル㈱
556 千代⽥区 コトブキシーティング株式会社
557 千代⽥区 スリーエムジャパン㈱東京⽀店
558 千代⽥区 ㈱アクアクララ千代⽥
559 千代⽥区 株式会社東さく技⼯
560 千代⽥区 クリナップ㈱
561 千代⽥区 ㈱三井住友銀⾏神保町⽀店
562 千代⽥区 ㈱シオザワリンクル事業部
563 千代⽥区 東京都⽔道局中央⽀所
564 千代⽥区 ㈱ショーワ
565 千代⽥区 古河エレコム㈱
566 千代⽥区 中央労働⾦庫本店営業部
567 千代⽥区 ⽇本メディアシステム株式会社
568 千代⽥区 ⽇本ケ−ブル株式会社 本社
569 千代⽥区 ⾸都圏リース㈱
570 千代⽥区 ㈱⼤⽇本絵画
571 千代⽥区 美津濃㈱
572 千代⽥区 丸⾼興業㈱
573 千代⽥区 株式会社タカショー東京⽀店
574 千代⽥区 ㈱インフィル
575 千代⽥区 ㈱ノムラ
576 千代⽥区 明治コンサルタント株式会社東京⽀店
577 千代⽥区 ⼭⽥医療照明㈱
578 千代⽥区 ＭＨＤモエ へネシーディアジオ㈱



579 千代⽥区 ⻑州産業株式会社東京⽀店
580 千代⽥区 学校法⼈ 錦城学園
581 千代⽥区 株式会社 松居組東京営業所
582 千代⽥区 藤本化学株式会社
583 千代⽥区 三井住友ファイナンス＆リース㈱
584 千代⽥区 ㈱共和電業
585 千代⽥区 ル−トストアハブ株式会社
586 千代⽥区 ㈱⽇清製粉グループ本社
587 千代⽥区 株式会社ジェイエヌシステム
588 千代⽥区 ㈱三⾦神⽥営業所
589 千代⽥区 ㈱イーグランド
590 千代⽥区 ティーシートレーディング㈱
591 千代⽥区 茅原ベルト株式会社
592 千代⽥区 アース製薬㈱ 営業本部関東第⼀エリア⽀店
593 千代⽥区 キハラ㈱東京⽀社
594 千代⽥区 名糖産業株式会社
595 千代⽥区 ⼀冨⼠フードサービス㈱関東⽀社
596 千代⽥区 株式会社 ⾓藤
597 千代⽥区 株式会社ﾗﾋﾞｯﾄ･ｶ-ﾈｯﾄﾜ-ｸ
598 千代⽥区 菱重コールドチェーン㈱
599 千代⽥区 菱重コ−ルドチェ−ン㈱冷熱設備事業部
600 千代⽥区 ㈱フォトロン
601 千代⽥区 北川⼯業㈱
602 千代⽥区 ㈱丸⼭製作所
603 千代⽥区 ⽇本製紙クレシア㈱
604 千代⽥区 東亜商事㈱
605 千代⽥区 ㈱⾦祥堂紙販売
606 千代⽥区 ⽇建リース⼯業㈱東京⽀店
607 千代⽥区 新コスモス電機メンテナンス㈱
608 千代⽥区 学校法⼈ 明治⼤学
609 千代⽥区 武⽥薬品⼯業株式会社
610 千代⽥区 協同紙商事株式会社
611 千代⽥区 冨⼠印刷 株式会社
612 千代⽥区 ㈱きらぼし銀⾏神⽥中央⽀店
613 千代⽥区 警視庁神⽥警察署
614 千代⽥区 藤井産業㈱東京⽀店
615 千代⽥区 セントラル化成㈱東京⽀店
616 千代⽥区 ㈱アメニティ
617 千代⽥区 株式会社ニチレイロジスティクスエンジニアリング
618 千代⽥区 株式会社 久保⼯
619 千代⽥区 ファイナンシャル・ジャパン㈱神⽥⽀社
620 千代⽥区 ㈱ツムラ甲信越⽀店/北関東⽀店
621 千代⽥区 ザルスタット株式会社



622 千代⽥区 ㈱ツムラ東京⽀店
623 千代⽥区 ㈱ツムラ東京⽀店城東営業所
624 千代⽥区 ⽇産緑化㈱
625 千代⽥区 アース製薬株式会社
626 千代⽥区 ユアサ商事株式会社
627 千代⽥区 新⽣紙パルプ商事㈱
628 千代⽥区 ㈱ツムラ東京⽀店城南営業所
629 千代⽥区 東光電気⼯事㈱
630 千代⽥区 ⼤⽇本法令印刷㈱
631 千代⽥区 ⽇本分光㈱東京サービスセンター
632 千代⽥区 ボンド商事㈱
633 千代⽥区 ㈱ツムラ東京⽀店城⻄営業所
634 千代⽥区 ㈱ツムラ東京⽀店中央営業所
635 千代⽥区 ADEKAクリーンエイド株式会社
636 千代⽥区 セイコー産業東京㈱
637 千代⽥区 ⽣和コーポレーション株式会社
638 千代⽥区 三井住友海上⽕災保険㈱
639 千代⽥区 三⾕産業㈱
640 千代⽥区 ⼩野⽥ケミコ㈱
641 千代⽥区 ㈱豊島屋本店
642 千代⽥区 城南信⽤⾦庫九段⽀店
643 千代⽥区 ㈱四国洋紙店
644 千代⽥区 三笠産業㈱
645 千代⽥区 プライフーズ株式会社
646 千代⽥区 昭和フロント㈱
647 千代⽥区 ユアサネオテック株式会社
648 千代⽥区 株式会社キーエンス神⽥営業所
649 千代⽥区 ⽇本ピグメント株式会社
650 千代⽥区 株式会社 新進
651 千代⽥区 三松堂印刷㈱
652 千代⽥区 武⽥薬品⼯業(株)⽇本ｵﾝｺﾛｼﾞｰ⾎液･呼吸器腫瘍領域部東京第1
653 千代⽥区 武⽥薬品⼯業(株)GI東京R 東京中央エリア
654 千代⽥区 武⽥薬品⼯業(株)NS東京R東京中央エリア
655 千代⽥区 武⽥薬品⼯業㈱GI東京R東京東エリア
656 千代⽥区 武⽥薬品⼯業㈱NS東京R東京東エリア
657 千代⽥区 武⽥薬品⼯業（株）⽇本ｵﾝｺﾛｼﾞｰ固形腫瘍領域部東京第⼀エリア
658 千代⽥区 武⽥薬品⼯業㈱レアディジーズビジネスユニット
659 千代⽥区 佐藤興業㈱
660 千代⽥区 武⽥薬品⼯業㈱⽇本ｵﾝｺﾛｼﾞ-固形腫瘍領域部東京第2ｴﾘｱ
661 千代⽥区 武⽥薬品⼯業㈱⽇本ｵﾝｺﾛｼﾞ-⾎液･呼吸器腫瘍領域部東京第⼆
662 千代⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社千代⽥店
663 千代⽥区 ⻘葉化成株式会社 東京営業所
664 千代⽥区 ピップ㈱



665 千代⽥区 錦明印刷㈱
666 千代⽥区 ⾹栄興業㈱
667 千代⽥区 ㈱近江兄弟社東京営業所
668 千代⽥区 ⼤塚製薬㈱⾸都圏第⼀⽀店
669 千代⽥区 ㈱髙⽂
670 千代⽥区 ㈱ゼンリン
671 千代⽥区 三洋貿易㈱
672 千代⽥区 鉄建建設㈱
673 千代⽥区 ⾼島株式会社
674 千代⽥区 理⼯事務機㈱
675 千代⽥区 昭和産業㈱
676 千代⽥区 ⽇成共益㈱
677 千代⽥区 ㈱栃⽊屋
678 千代⽥区 三井住友海上⽕災保険㈱新館
679 千代⽥区 ⽇本出版販売㈱
680 千代⽥区 ㈱東京三⽊塗装店
681 千代⽥区 アイジー⼯業㈱東京営業所
682 千代⽥区 ㈱加藤⽂明社印刷所
683 千代⽥区 楠本化成㈱
684 千代⽥区 ⼆引株式会社
685 千代⽥区 川⾯ビルサービス㈱
686 千代⽥区 ㈱ホクシンメディカル
687 千代⽥区 アース製薬㈱本社
688 千代⽥区 ⼤塚ウエルネスベンディング株式会社
689 千代⽥区 第⼀実業株式会社
690 千代⽥区 ⽇本郵便㈱神⽥郵便局
691 千代⽥区 ⼤塚⾷品㈱東京⽀店
692 千代⽥区 株式会社ＴＫテクノサービス
693 千代⽥区 ユアサクオビス株式会社
694 千代⽥区 株式会社ライト
695 千代⽥区 国際セ−フティ−㈱東京本社
696 千代⽥区 ⽇本紙通商株式会社
697 千代⽥区 ⽊徳神糧株式会社
698 千代⽥区 ＳＭＦＬレンタル株式会社
699 千代⽥区 株式会社⻘⼭メインランド
700 千代⽥区 エム・シー・エム・ジャパン株式会社
701 千代⽥区 ⽇本ファイリング株式会社
702 千代⽥区 メルコテンダーメイツ㈱
703 千代⽥区 ㈱東京海上あんしんエージェンシー
704 千代⽥区 ＴＡＣ㈱
705 千代⽥区 株式会社アローコーポレーション
706 千代⽥区 三井住友海上あいおい⽣命保険（株）
707 千代⽥区 株式会社⽇本シューター



708 千代⽥区 株式会社ゼンリン東京本社
709 千代⽥区 ⽣和アメニティ株式会社
710 千代⽥区 ㈱カワサキマシンシステムズ
711 千代⽥区 ㈱ワイエム技研
712 千代⽥区 ㈱マルタイ東京営業所
713 千代⽥区 (株)代々⽊アニメーション学院
714 千代⽥区 クアディエントジャパン㈱
715 千代⽥区 ＡＤＥＫＡ⾷品販売㈱
716 千代⽥区 メディカル・データ・ビジョン㈱
717 千代⽥区 ＯＡＴアグリオ㈱東京⽀店
718 千代⽥区 三和電⼦株式会社
719 千代⽥区 株式会社 島津理化 東京⽀店
720 千代⽥区 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社
721 千代⽥区 株式会社 オオバ東京⽀店
722 千代⽥区 株式会社 城⼝研究所
723 千代⽥区 東洋建設株式会社
724 千代⽥区 テクニス株式会社
725 千代⽥区 アグレ都市デザイン株式会社東京⽀店
726 千代⽥区 株式会社 ⻘⼭メイン企画
727 千代⽥区 株式会社久慈設計 東京⽀社
728 千代⽥区 株式会社協栄エンタープライズ東京⽀店
729 千代⽥区 キングランリニューアル株式会社
730 千代⽥区 警視庁万世橋警察署
731 千代⽥区 株式会社パーキンエルマージャパン東京営業所
732 千代⽥区 三喜産業株式会社
733 千代⽥区 メタウォーター株式会社プロント建設本部第⼀建設部
734 千代⽥区 ⽵中産業株式会社
735 千代⽥区 旭ファイバーグラス株式会社
736 千代⽥区 チロルチョコ株式会社
737 千代⽥区 東⽇本旅客鉄道株式会社⾸都圏本部東京⼟⽊技術センター
738 千代⽥区 東⽇本旅客鉄道株式会社新橋保線技術センター
739 千代⽥区 株式会社サタケ
740 千代⽥区 株式会社ザイエンス営業本部
741 千代⽥区 ⻄尾レントオール株式会社⾸都圏第2営業部
742 千代⽥区 ⼭崎⾦属産業株式会社
743 千代⽥区 ⽩光株式会社東京営業所
744 千代⽥区 ナガイレーベン株式会社
745 千代⽥区 ⼀般財団法⼈国際建設技能振興機構
746 千代⽥区 株式会社ケイシーアスカ
747 千代⽥区 株式会社ワイズマン
748 千代⽥区 ⼤和無線電器株式会社関東営業部
749 千代⽥区 株式会社フラック
750 千代⽥区 富⼠電機ITソリューション株式会社



751 千代⽥区 株式会社ベーシックシステム
752 千代⽥区 株式会社堀内機械
753 千代⽥区 ヒロセテクニカル株式会社
754 千代⽥区 星光運輸株式会社
755 千代⽥区 YAMAKIN株式会社
756 千代⽥区 川北電気⼯業株式会社東京⽀社
757 千代⽥区 株式会社フィジオテック
758 千代⽥区 株式会社サンデリカ
759 千代⽥区 エリアリンク株式会社
760 千代⽥区 ⽻⽥調帯株式会社
761 千代⽥区 ヤマダイ株式会社
762 千代⽥区 加賀電⼦株式会社
763 千代⽥区 三協フロンティア株式会社東京⽀店
764 千代⽥区 ⽇本卓球株式会社
765 千代⽥区 アラコム株式会社 東京⽀社
766 千代⽥区 向井建設株式会社
767 千代⽥区 株式会社トーテム
768 千代⽥区 株式会社渡辺武商店
769 千代⽥区 コスモエレベーター株式会社
770 千代⽥区 関⻄⾦網株式会社東京⽀店
771 千代⽥区 株式会社創建地所
772 千代⽥区 株式会社利光商会
773 千代⽥区 ミナリスメディカル株式会社
774 千代⽥区 株式会社オンダ製作所東京営業所
775 千代⽥区 公益財団法⼈ パブリックヘルスリサーチセンター
776 千代⽥区 綜合警備保障株式会社
777 千代⽥区 ⽥中電気株式会社
778 千代⽥区 ⼤⽇製罐株式会社
779 千代⽥区 ジェイカムアグリ株式会社関東⽀店
780 千代⽥区 株式会社創建
781 千代⽥区 カシオテクノ株式会社
782 千代⽥区 株式会社ホマレ電池
783 千代⽥区 株式会社保安企画東京⽀店
784 千代⽥区 株式会社エヌアールイーサービス環境推進事業部
785 千代⽥区 ⽇本エレベーター製造株式会社
786 千代⽥区 千代⽥電⼦機器株式会社
787 千代⽥区 株式会社 デジタルクリエイト
788 千代⽥区 中村商事株式会社
789 千代⽥区 株式会社ケルビン
790 千代⽥区 株式会社ホクソンモータース
791 千代⽥区 株式会社京楽東京⽀店
792 千代⽥区 ⼭崎物産株式会社
793 千代⽥区 直本⼯業株式会社東京⽀店



794 千代⽥区 交洋貿易株式会社東京⽀店
795 千代⽥区 株式会社アクティオ東京⽀店
796 千代⽥区 千代⽥区千代⽥清掃事務所
797 千代⽥区 コニカミノルタジャパン株式会社
798 千代⽥区 株式会社ミニカラー
799 千代⽥区 株式会社エスピーサービス
800 千代⽥区 株式会社東和エンジニアリング
801 千代⽥区 ⽇本ケミファ株式会社
802 千代⽥区 キリンビバレッジ株式会社⾸都圏統括本部
803 千代⽥区 株式会社セントメディア
804 千代⽥区 橋本産業株式会社
805 千代⽥区 クニミネ⼯業株式会社
806 千代⽥区 四国⽇清⾷品株式会社 東京⽀店
807 千代⽥区 メタウォーター株式会社プラント建設本部第⼆建設部
808 千代⽥区 株式会社ニック東京営業所
809 千代⽥区 ジャパンエレベーターサービス城南株式会社
810 千代⽥区 東京消防庁 神⽥消防署
811 千代⽥区 関⻄フエルトファブリック株式会社
812 千代⽥区 英⼯電機株式会社
813 千代⽥区 デュプロ株式会社
814 千代⽥区 ⽇証貿株式会社
815 千代⽥区 エヌ・エム・ビー販売株式会社
816 千代⽥区 ⼭崎製パン株式会社
817 千代⽥区 東レ・メディカル株式会社
818 千代⽥区 ⾓藤ジオテック株式会社
819 千代⽥区 株式会社パワーソリューションズ
820 千代⽥区 ウエルシア薬局株式会社
821 千代⽥区 アイティーアイ株式会社東京⽀店
822 千代⽥区 ダイニチ⼯業株式会社東京営業所
823 千代⽥区 ⽴⼭製紙株式会社東京本部
824 千代⽥区 株式会社イワキ 東京⽀店
825 千代⽥区 株式会社松⾒化学計測
826 千代⽥区 ⽐果産業株式会社東京⽀店
827 千代⽥区 ジャパンエレベーターサービス城南株式会社城東⽀社
828 千代⽥区 株式会社千代⽥園
829 千代⽥区 株式会社エンバイシス東京⽀店
830 千代⽥区 ⽔⼾⼯業株式会社
831 千代⽥区 株式会社⾼野
832 千代⽥区 和興フィルタテクノロジー株式会社
833 千代⽥区 株式会社今井モータース
834 千代⽥区 サンシステム株式会社
835 千代⽥区 株式会社家守り
836 千代⽥区 ヤチヨコアシステム株式会社東京⽀店



837 千代⽥区 株式会社スズケン東京病院営業部
838 千代⽥区 ⽇榮新化株式会社
839 千代⽥区 株式会社アウラ・シーイー
840 千代⽥区 株式会社ベスト
841 千代⽥区 アフラック保険サービス株式会社
842 千代⽥区 積⽔ハウス株式会社東京城東シャーメゾン⽀店
843 千代⽥区 中野紙商事株式会社
844 千代⽥区 株式会社電響社関東営業部
845 千代⽥区 株式会社メディスケット東京中央FLC
846 千代⽥区 東芝エルイーソリューション株式会社
847 千代⽥区 株式会社池⽥理化
848 千代⽥区 株式会社中林建築設計事務所東京事務所
849 千代⽥区 株式会社ビルネット東京本社
850 千代⽥区 株式会社 ミツバ
851 千代⽥区 フジキコー株式会社
852 千代⽥区 スガツネ⼯業株式会社
853 千代⽥区 ⽇本不動産管理株式会社
854 千代⽥区 エム・エルエンジニアリング（株東京事務所
855 千代⽥区 東芝テクノシステム株式会社
856 千代⽥区 株式会社 啓愛社
857 千代⽥区 株式会社イイヅカ
858 千代⽥区 轟産業株式会社 東京⽀店
859 千代⽥区 サトーパーツ株式会社
860 千代⽥区 株式会社 スギ薬局
861 千代⽥区 アステック株式会社
862 千代⽥区 万友産業株式会社
863 千代⽥区 東浴信⽤組合
864 千代⽥区 株式会社IHI原動機陸⽤事業部
865 千代⽥区 関東建設マネジメント株式会社東京⽀店
866 千代⽥区 ⽇昭電気株式会社
867 千代⽥区 株式会社ノーケン東京⽀店
868 千代⽥区 ⼤鵬薬品⼯業株式会社東京⽀店
869 千代⽥区 中国⼯業株式会社 東京⽀社
870 千代⽥区 ヤマトリース株式会社
871 千代⽥区 株式会社タクトマシンサービス
872 千代⽥区 株式会社ナリカ
873 千代⽥区 東鉄⼯業株式会社新橋出張所
874 千代⽥区 東京センチュリー株式会社
875 千代⽥区 ⼤鵬薬品⼯業株式会社コンシューマーヘルスケア東⽇本
876 千代⽥区 株式会社九州ハイテック
877 千代⽥区 株式会社コクゴ
878 千代⽥区 株式会社トーヨ
879 千代⽥区 和泉機械株式会社



880 千代⽥区 株式会社アーバンコンサルタンツ
881 千代⽥区 ファインテック株式会社
882 千代⽥区 サンタックス株式会社
883 千代⽥区 ヒグチユニオン株式会社
884 千代⽥区 株式会社エースプロ
885 千代⽥区 ⾙印株式会社
886 千代⽥区 株式会社⼩野部製函所
887 千代⽥区 ㈱ハーバー研究所
888 千代⽥区 ⿊⽥機器株式会社
889 千代⽥区 豊島株式会社東京本社
890 千代⽥区 ⽥島ルーフィング株式会社
891 千代⽥区 株式会社 共⽴メンテナンス
892 千代⽥区 三菱UFJニコス株式会社
893 千代⽥区 株式会社東洋設計東京⽀社
894 千代⽥区 イオンディライトコネクト株式会社東⽇本⽀店
895 千代⽥区 寺内⾦属株式会社
896 千代⽥区 叶エンジニアリング株式会社
897 千代⽥区 株式会社 フルタイムシステム
898 千代⽥区 株式会社ニッセーデリカ
899 千代⽥区 株式会社フォーバル
900 千代⽥区 清原株式会社 東京⽀店
901 千代⽥区 第⼀三共ヘルスケア株式会社
902 千代⽥区 建設塗装⼯業株式会社
903 千代⽥区 フジパン株式会社
904 千代⽥区 ⽇信防災株式会社
905 千代⽥区 佐藤⾦属株式会社
906 千代⽥区 ホシケミカルズ株式会社
907 千代⽥区 株式会社ベネミール
908 千代⽥区 株式会社 ナカタニ
909 千代⽥区 株式会社 鋲定本店
910 千代⽥区 株式会社デンタルネットコンサル部
911 千代⽥区 株式会社アルボース 東京⽀店
912 千代⽥区 福井⾃動⾞株式会社
913 千代⽥区 株式会社ワイズ
914 千代⽥区 ⻄尾レントオール株式会社東京⽀社
915 千代⽥区 株式会社システムズナカシマ
916 千代⽥区 機動建設⼯業株式会社関東⽀店
917 千代⽥区 ⽇新興業株式会社
918 千代⽥区 末広⾦具株式会社
919 千代⽥区 東亜電気⼯業株式会社
920 千代⽥区 ヤマキ株式会社 東京⽀店
921 千代⽥区 株式会社 アイリス 東京営業所
922 千代⽥区 東昭化学株式会社



923 千代⽥区 アルプス観光株式会社
924 千代⽥区 エバーロイ商事株式会社東京⽀店
925 千代⽥区 NIPPON EXPRESSホールディング株式会社
926 千代⽥区 滝清 株式会社
927 千代⽥区 東拓⼯業株式會社東京⽀店
928 千代⽥区 三和建設株式会社東京本店
929 千代⽥区 株式会社ヨドバシカメラマルチメディアAkiba
930 千代⽥区 株式会社 ヤマト 松井本店
931 千代⽥区 イケダガラス株式会社総務部
932 千代⽥区 イケダガラス株式会社産業硝⼦営業部
933 千代⽥区 千代⽥ゴム株式会社
934 千代⽥区 株式会社スズケン東京⽀店
935 千代⽥区 エス・イー・エレベータ−株式会社東京⽀社
936 千代⽥区 株式会社ヒメノ東京本社
937 千代⽥区 株式会社エルステップ
938 千代⽥区 ⽇本エンゼル株式会社
939 千代⽥区 （株）セノン⾞両運⾏管理事業部
940 千代⽥区 株式会社⿓⾓散
941 千代⽥区 株式会社 キングジム
942 千代⽥区 ㈱クリーンコーポレーション東京⽀店
943 千代⽥区 中⻄産業株式会社
944 千代⽥区 株式会社ＪＲ東⽇本メカトロサービス
945 千代⽥区 株式会社三菱UFJ銀⾏神⽥駅前⽀店
946 千代⽥区 三綱建設株式会社
947 千代⽥区 京楽産業株式会社
948 千代⽥区 ⽇置電機株式会社⾸都圏⽀社
949 千代⽥区 ⽯福⾦属興業株式会社
950 千代⽥区 冨⼠エレックス株式会社
951 千代⽥区 三陽物産株式会社 東京⽀社
952 千代⽥区 株式会社チヨダサイエンス
953 千代⽥区 不⼆輸送機⼯業株式会社
954 千代⽥区 シーマン株式会社東京⽀社
955 千代⽥区 ⽇化メンテナンス株式会社
956 千代⽥区 ⿃居電業株式会社
957 千代⽥区 東芝ｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社
958 千代⽥区 株式会社ジャックス東京東⽀店
959 千代⽥区 特許機器株式会社
960 千代⽥区 エッペンドルフ・ハイマック・テ
961 千代⽥区 株式会社 モリダイラ楽器
962 千代⽥区 コーワ化成株式会社
963 千代⽥区 株式会社協和設計事務所
964 千代⽥区 YKK株式会社
965 千代⽥区 利根化学株式会社



966 千代⽥区 ⽂唱堂印刷株式会社
967 千代⽥区 株式会社IHI原動機舶⽤事業部
968 千代⽥区 丸和バイオケミカル株式会社
969 千代⽥区 中村電気株式会社
970 千代⽥区 中村電気株式会社
971 千代⽥区 株式会社CTS
972 千代⽥区 ⽇本NCRサービス株式会社
973 千代⽥区 株式会社 リョーサン
974 千代⽥区 株式会社メイテックキャスト東京営業所
975 千代⽥区 エナジーウィズ株式会社
976 千代⽥区 ぺんてる株式会社営業管理部
977 千代⽥区 シーレックス株式会社
978 千代⽥区 ⼤研医器株式会社東京⽀店
979 千代⽥区 CBcloud株式会社
980 千代⽥区 ユニカ株式会社
981 千代⽥区 株式会社メイテックソリューションセンターイースト
982 千代⽥区 株式会社ジャパックス
983 千代⽥区 菱東産業株式会社
984 千代⽥区 株式会社IHI原動機管理本部
985 千代⽥区 株式会社ベリーズ・インク
986 千代⽥区 ヤマトドレス株式会社
987 千代⽥区 ⽥島ルーフィング株式会社
988 千代⽥区 ノボル鋼鉄株式会社
989 千代⽥区 富⼠電業株式会社
990 千代⽥区 ⽵松⼯業株式会社
991 千代⽥区 株式会社FPパートナー⽇本橋⽀社
992 千代⽥区 株式会社FPパートナー⾚坂⽀社
993 千代⽥区 株式会社FPパートナー銀座⽀社
994 千代⽥区 株式会社FPパートナー渋⾕⽀社
995 千代⽥区 株式会社FPパートナー秋葉原⽀社
996 千代⽥区 株式会社メイテックキャスト
997 千代⽥区 株式会社ＦＰパートナー東京中央⽀社
998 千代⽥区 株式会社FPパートナー池袋⽀社
999 千代⽥区 ⽇本道路興運株式会社東京⽀店

1000 千代⽥区 ⽇本道路興運株式会社東京⽀店東京東営業所
1001 千代⽥区 ⽇本道路興運株式会社東京⽀店東京北営業部
1002 千代⽥区 ⽇本道路興運株式会社東京⽀店営業企画室
1003 千代⽥区 ⽇本道路興運株式会社東京⽀店関東北営業部
1004 千代⽥区 ⽇本道路興運株式会社東京⽀店関東南営業部
1005 千代⽥区 ⽇本道路興運株式会社東京⽀店エリアマネジメント業務部
1006 千代⽥区 ⽇本道路興運株式会社東京⽀店東京⻄営業部
1007 千代⽥区 ⽇本道路興運株式会社東京⽀店関東東営業部
1008 千代⽥区 ⽇本道路興運株式会社東京⽀店業務推進室



1009 千代⽥区 ⽇本道路興運株式会社東京⽀店⾞両管理部
1010 千代⽥区 神⽥寺幼稚園
1011 千代⽥区 出光エナジーソリューションズ株式会社
1012 千代⽥区 株式会社ホシカワ
1013 千代⽥区 バイオリサーチセンター株式会社東京⽀店
1014 千代⽥区 東鉄⼯業株式会社 東京⼟⽊⽀店東京耐震⼯事所
1015 千代⽥区 ⽇鉄建材株式会社
1016 千代⽥区 株式会社ビルシシステム
1017 千代⽥区 けいこん株式会社
1018 千代⽥区 コイズミ照明株式会社
1019 千代⽥区 積⽔ハウス不動産東京株式会社
1020 千代⽥区 医療法⼈社団圭徳会秋葉原いずみクリニック
1021 千代⽥区 株式会社ＦＰパートナー品川⽀社
1022 千代⽥区 株式会社 ⾼儀 東京営業所
1023 千代⽥区 藤⼯業株式会社 東京⽀店
1024 千代⽥区 菱和電機株式会社
1025 千代⽥区 株式会社 富⼠管⼯
1026 千代⽥区 キングラン・メディケア株式会社
1027 千代⽥区 株式会社三省堂書店
1028 中央区 警視庁（他4） 
1033 中央区 倉敷機械株式会社
1034 中央区 東テク株式会社
1035 中央区 株式会社ケーイー
1036 中央区 興和株式会社 東京第⼀⽀店
1037 中央区 スポーツサーフェス株式会社
1038 中央区 ㈱ミック ⾸都圏営業部
1039 中央区 未来⼯業株式会社
1040 中央区 タマル美建興業株式会社
1041 中央区 株式会社イセトー東京⽀社
1042 中央区 宇都宮製作株式会社東京⽀店
1043 中央区 第⼀三共エスファ株式会社
1044 中央区 株式会社飯⽥ゴム商店
1045 中央区 株式会社 カネキカ ナカオ
1046 中央区 ヤマト株式会社
1047 中央区 東レ建材株式会社
1048 中央区 ⿃居薬品株式会社南⾸都圏⽀社
1049 中央区 株式会社カノークス東京⽀社
1050 中央区 オークラヤ不動産株式会社
1051 中央区 株式会社ｹｱﾏｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京⽀店
1052 中央区 中央冷凍産業株式会社
1053 中央区 新⽇空サービス株式会社
1054 中央区 藤野⾦属株式会社
1055 中央区 株式会社防災整美



1056 中央区 古賀オール株式会社
1057 中央区 ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ東京⼩伝⾺町
1058 中央区 フォーネスライフ株式会社
1059 中央区 岩下⾷品株式会社
1060 中央区 ⽇本プラスチック⼯業株式会社東京⽀店
1061 中央区 宮城鋼具株式会社
1062 中央区 ㈱CSSビジネスサポート
1063 中央区 ⻑⾕川⾹料株式会社
1064 中央区 精⼯産業株式会社
1065 中央区 真柄建設株式会社東京事業部
1066 中央区 ビニフレーム⼯業株式会社
1067 中央区 興和株式会社 東京⽀店
1068 中央区 イワキ株式会社
1069 中央区 橋本総業株式会社
1070 中央区 秋⼭精鋼株式会社
1071 中央区 丸の内新聞株式会社
1072 中央区 株式会社ニチノー緑化
1073 中央区 ⼩津産業株式会社
1074 中央区 ⾼信化学株式会社 東京⽀店
1075 中央区 島⽥商事株式会社
1076 中央区 ナス物産株式会社
1077 中央区 千寿製薬株式会社
1078 中央区 ＢＡＳＦジャパン株式会社
1079 中央区 不⼆化学薬品株式会社
1080 中央区 クボタ浄化槽システム株式会社東京⽀店
1081 中央区 株式会社⽂榮社
1082 中央区 新明和⼯業株式会社
1083 中央区 ⼩野薬品⼯業株式会社東京⽀社
1084 中央区 興和株式会社 東京⽀店
1085 中央区 アルフレッサファーマ株式会社東京第⼀⽀店
1086 中央区 岩井化学薬品株式会社
1087 中央区 アルフレッサファーマ（株）
1088 中央区 興和株式会社医薬事業部 健康医療本部
1089 中央区 株式会社イズムコーポレーション
1090 中央区 ⻄新サービス株式会社
1091 中央区 ＮＩＰエンジニアリング株式会社
1092 中央区 極東製薬⼯業株式会社
1093 中央区 荒川化学⼯業株式会社東京⽀店
1094 中央区 ツインバード⼯業株式会社東京⽀社
1095 中央区 関東化学株式会社
1096 中央区 星光ＰＭＣ株式会社
1097 中央区 株式会社清和ビジネス
1098 中央区 ⽇本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ株式会社



1099 中央区 ⽇本コーティング⼯業株式会社
1100 中央区 株式会社マグエックス
1101 中央区 ⿃居薬品株式会社
1102 中央区 新⽇本管財株式会社
1103 中央区 クリエイト株式会社
1104 中央区 株式会社ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ東京本社
1105 中央区 三菱電機ビルソリューションズ㈱⾸都圏⽀社 ⽇本橋⽀店
1106 中央区 よつ葉乳業株式会社東京⽀店
1107 中央区 寺師産業株式会社
1108 中央区 株式会社 三井住友銀⾏本店営業部事務サービス部
1109 中央区 トクヤマ通商株式会社
1110 中央区 ⼊江株式会社
1111 中央区 株式会社スズヤス
1112 中央区 九⻤産業株式会社 東京⽀店
1113 中央区 伊藤忠建材株式会社
1114 中央区 ヒューリック株式会社
1115 中央区 光洋商事株式会社
1116 中央区 株式会社レーベンホームビルド
1117 中央区 ⽇曹商事株式会社
1118 中央区 中⻄商事株式会社東京営業所
1119 中央区 中⻄商事株式会社海外・開発部 東京
1120 中央区 中設エンジ株式会社
1121 中央区 株式会社丸の内メッセンジャー
1122 中央区 内外⼯業株式会社
1123 中央区 ⼩川⾹料株式会社
1124 中央区 株式会社ケーヨー
1125 中央区 株式会社三井住友銀⾏⼈形町法⼈営業部
1126 中央区 キリックスリース株式会社東京事業部
1127 中央区 丸⽂株式会社
1128 中央区 株式会社渡辺商⾏
1129 中央区 サンアグロ株式会社
1130 中央区 株式会社⼤塚商会中央第⼀営業部
1131 中央区 上村⼯業株式会社 東京⽀社
1132 中央区 クラシエ薬品株式会社⾸都圏⽀店
1133 中央区 旭洋株式会社
1134 中央区 カネダ株式会社
1135 中央区 デンヨー株式会社
1136 中央区 株式会社吉⽥組 東京⽀店
1137 中央区 扶桑薬品⼯業株式会社東京第⼀⽀店
1138 中央区 清川株式会社
1139 中央区 有楽製菓株式会社東京営業所
1140 中央区 ⽇星産業株式会社
1141 中央区 ニチハ株式会社



1142 中央区 理想科学⼯業株式会社
1143 中央区 株式会社むらせ
1144 中央区 サンライズ・エンジニアリング株式会社
1145 中央区 富⼠ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
1146 中央区 三井化学アグロ株式会社東京⽀店
1147 中央区 ⽇本アビオメッド株式会社
1148 中央区 オークラ輸送機株式会社東京⽀店
1149 中央区 武⽥薬品⼯業株式会社
1150 中央区 株式会社マイプレイス
1151 中央区 アーパス技研⼯業株式会社
1152 中央区 株式会社クマヒラ
1153 中央区 株式会社三洋販売
1154 中央区 クラシエフーズ販売株式会社
1155 中央区 株式会社 ⼩泉組
1156 中央区 丸藤シートパイル株式会社
1157 中央区 株式会社にんべん
1158 中央区 宇部マテリアルズ株式会社
1159 中央区 ダイハツ⼯業株式会社東京⽀社
1160 中央区 シーティディーネットワークス株式会社
1161 中央区 株式会社⼭本海苔店
1162 中央区 フェアトーン株式会社
1163 中央区 ⽇本パワーファスニング株式会社東京営業所
1164 中央区 株式会社フソウ東京⽀店
1165 中央区 トナミ運輸株式会社 東京本部
1166 中央区 アステラス製薬株式会社東京⽀店
1167 中央区 上原成商事株式会社 東京⽀店
1168 中央区 三井住友信託銀⾏株式会社⽇本橋営業部
1169 中央区 ⽇医⼯株式会社
1170 中央区 ⼩太郎漢⽅製薬株式会社東京⽀店
1171 中央区 株式会社阿波銀⾏ 東京⽀店
1172 中央区 アクア株式会社
1173 中央区 ノボノルディスクファーマ㈱
1174 中央区 東レ建設株式会社東京本店
1175 中央区 株式会社千⽦屋總本店
1176 中央区 ⽇本⾊素販売株式会社
1177 中央区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏⽇本橋⽀店
1178 中央区 株式会社トーツー創研
1179 中央区 クラシエホームプロダクツ販売株式会社
1180 中央区 株式会社 ⼭元
1181 中央区 ⼩林製本株式会社
1182 中央区 中尾商事株式会社
1183 中央区 アルファー⾷品株式会社東京⽀店
1184 中央区 三井不動産ビルマネジメント株式会社



1185 中央区 健創製薬株式会社 東⽇本営業所
1186 中央区 東洋ビジネスサポート株式会社
1187 中央区 ⽊村農産商事株式会社
1188 中央区 富⼠フイルム和光純薬株式会社
1189 中央区 アイ・ビー・テクノス株式会社経営管理本部 総務部
1190 中央区 株式会社エム・イー 東京⽀店
1191 中央区 ㈱アステム
1192 中央区 扶和メタル株式会社東京⽀店
1193 中央区 参天製薬株式会社関東第２エリア 関東病院営業所
1194 中央区 参天製薬株式会社 関東第⼆⽀店
1195 中央区 参天製薬株式会社東京第⼆営業所
1196 中央区 参天製薬株式会社
1197 中央区 参天製薬株式会社
1198 中央区 参天製薬株式会社
1199 中央区 伊藤忠ＴＣ建機株式会社
1200 中央区 ⽇本銀⾏
1201 中央区 旭⽇産業株式会社
1202 中央区 ゼリア新薬⼯業株式会社医薬東京営業所
1203 中央区 ゼリア新薬⼯業株式会社ＣＨＣ第１営業部 東京営業所
1204 中央区 ゼリア新薬⼯業株式会社ＣＨＣ第２営業部 第１営業所
1205 中央区 ゼリア新薬⼯業株式会社ＣＨＣ第２営業部 第２営業所
1206 中央区 ゼリア新薬⼯業株式会社ＣＨＣ第２営業部 第３営業所
1207 中央区 ゼリア新薬⼯業株式会社ＣＨＣ第２営業部 第４営業所
1208 中央区 ゼリア新薬⼯業株式会社ＣＨＣ第３営業部 第２営業所
1209 中央区 ゼリア新薬⼯業株式会社ＣＨＣ事業開発部
1210 中央区 株式会社ローブ
1211 中央区 株式会社⼤⽂字洋紙店
1212 中央区 浅海電気株式会社東京本店
1213 中央区 株式会社三越伊勢丹三越⽇本橋本店
1214 中央区 稲畑産業株式会社東京本社
1215 中央区 太平貿易株式会社
1216 中央区 新興電気株式会社
1217 中央区 ㈱ＧＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ
1218 中央区 野村證券株式会社
1219 中央区 ⽊材開発株式会社東京営業部
1220 中央区 株式会社榮太樓總本鋪
1221 中央区 峰岸株式会社
1222 中央区 第⼀三共（株）東京⽀店
1223 中央区 宝酒造株式会社⾸都圏⽀社
1224 中央区 帝国繊維株式会社
1225 中央区 三菱倉庫株式会社
1226 中央区 岡三証券株式会社
1227 中央区 スターツファシリティサービス株式会社



1228 中央区 コンタツ株式会社
1229 中央区 ＡＬＳＯＫファシリティーズ㈱
1230 中央区 株式会社東陽テクニカ
1231 中央区 ⽇本パーカライジング株式会社
1232 中央区 三光ソフランフロンティア㈱
1233 中央区 株式会社 マックスガイ
1234 中央区 ⽇本郵便株式会社⽇本橋郵便局
1235 中央区 株式会社髙島屋外商部 ２２Ｇ
1236 中央区 株式会社髙島屋外商部１１Ｇ
1237 中央区 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
1238 中央区 株式会社髙島屋外商部１３Ｇ
1239 中央区 ⽇本新薬株式会社東京⽀店
1240 中央区 ⽇本新薬株式会社東⽇本営業部
1241 中央区 株式会社髙島屋⽇本橋店
1242 中央区 沢井製薬株式会社東京第⼀⽀店
1243 中央区 ＤＩＣグラフィックス株式会社
1244 中央区 （株）テックコーポレーション
1245 中央区 株式会社 アクティオ
1246 中央区 株式会社ヤマダデンキＬＡＢＩ東京⼋重洲
1247 中央区 新⽇本ウェックス株式会社
1248 中央区 株式会社ムラキ
1249 中央区 信⾦中央⾦庫
1250 中央区 アポプラスステーション株式会社
1251 中央区 シップヘルスケアフード株式会社
1252 中央区 パーカーエンジニアリング株式会社
1253 中央区 明光産業株式会社
1254 中央区 コーセーコスメポート株式会社管理部 総務課
1255 中央区 株式会社サニクリーン
1256 中央区 株式会社東⽇本銀⾏ 本店
1257 中央区 ⽇華化学株式会社 東京⽀店
1258 中央区 コーセーコスメポート株式会社営業戦略部 広域ﾁｪｰﾝ第⼆ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1259 中央区 コーセーコスメポート株式会社営業戦略部 広域ﾁｪｰﾝ第⼀ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1260 中央区 株式会社オンワード樫⼭
1261 中央区 株式会社髙島屋⽇本橋店
1262 中央区 株式会社ニチベイ
1263 中央区 ＤＩＣ株式会社
1264 中央区 損害保険ジャパン株式会社
1265 中央区 株式会社タカミヤ
1266 中央区 国分グループ本社株式会社
1267 中央区 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社
1268 中央区 株式会社ホクトエンジニアリング東京駅前⽀店
1269 中央区 アリスタライフサイエンス㈱
1270 中央区 株式会社イトーキ



1271 中央区 国分フードクリエイト株式会社
1272 中央区 ＥＮＥＯＳ株式会社
1273 中央区 株式会社コーセー
1274 中央区 株式会社⾼島屋 ⽇本橋店
1275 中央区 株式会社ＭＭＡＧ
1276 中央区 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
1277 中央区 アルインコ株式会社 東京⽀店
1278 中央区 ⽯渡電気株式会社
1279 中央区 株式会社髙島屋外商部１４Ｇ
1280 中央区 株式会社マンダム
1281 中央区 コーセー化粧品販売株式会社
1282 中央区 株式会社美和テック
1283 中央区 ＮＳ建材薄板株式会社
1284 中央区 株式会社 岩⽥商会
1285 中央区 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社⽇本橋⽀店
1286 中央区 雲海酒造株式会社東京⽀店
1287 中央区 株式会社ユニテックス 東京⽀社
1288 中央区 スターツＣＡＭ株式会社営業本部
1289 中央区 ⼤成機⼯株式会社 東京⽀店
1290 中央区 淀鋼商事株式会社 東京⽀店
1291 中央区 帝都⾃動⾞交通株式会社
1292 中央区 テス・エンジニアリング株式会社
1293 中央区 Exclusive Cars Japan合同会社ポルシェスタジオ⽇本橋
1294 中央区 ＥＮＥＯＳ株式会社関東第⼀⽀店
1295 中央区 ⾦⼦架設⼯業株式会社
1296 中央区 コーセーコスメポート株式会社東京第⼀⽀店
1297 中央区 ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社
1298 中央区 三ツ星ベルト株式会社東京本社
1299 中央区 ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社⽇本橋⽀店
1300 中央区 第⼀三共エスファ株式会社東京⻄営業部
1301 中央区 株式会社ニチベイ東部⽀店
1302 中央区 ⽇産化学株式会社
1303 中央区 株式会社ニチベイ東京⽀店
1304 中央区 株式会社アミックス
1305 中央区 エスアールエス株式会社
1306 中央区 第⼀三共エスファ株式会社東京東営業部
1307 中央区 株式会社ニチベイ間仕切総括部
1308 中央区 東海東京証券株式会社
1309 中央区 兵神装備株式会社東京⽀店
1310 中央区 ＴＤＫ株式会社
1311 中央区 ⽇本メナード化粧品㈱関東⽀社
1312 中央区 ⾸都⾼速道路サービス株式会社
1313 中央区 東洋炭素株式会社 東京営業所



1314 中央区 住友ファーマ株式会社
1315 中央区 株式会社エムシー緑化
1316 中央区 株式会社廣瀬商会
1317 中央区 ⾦森藤平商事株式会社
1318 中央区 齋⻑物産（株）
1319 中央区 第⼀⼯業製薬株式会社
1320 中央区 株式会社ブリヂストン
1321 中央区 東京消防庁京橋消防署
1322 中央区 株式会社ぬり彦
1323 中央区 清⽔建設株式会社
1324 中央区 中央区中央清掃事務所
1325 中央区 清⽔建設株式会社
1326 中央区 （株）メディセオ
1327 中央区 普代産業株式会社
1328 中央区 理⼯協産株式会社
1329 中央区 株式会社レノバ
1330 中央区 千代⽥⼯販株式会社
1331 中央区 ⽇本農薬株式会社総務部
1332 中央区 みずほ証券株式会社本店営業第⼆部
1333 中央区 株式会社兼松ＫＧＫ
1334 中央区 株式会社セレコーポレーション
1335 中央区 ㈱シーエフネッツ
1336 中央区 株式会社モリイチ
1337 中央区 ＴＢグローバルテクノロジーズ株式会社
1338 中央区 冨美通信興業株式会社
1339 中央区 霧島酒造株式会社東京⽀店
1340 中央区 東京紙パルプ交易株式会社
1341 中央区 株式会社 明治
1342 中央区 成友興業株式会社 東京本店
1343 中央区 株式会社テクネット
1344 中央区 株式会社クボタ建設 東京⽀社
1345 中央区 株式会社ミルックス
1346 中央区 全国信⽤協同組合連合会
1347 中央区 ヤマトマテリアル株式会社
1348 中央区 ㈱ＥＮＥＯＳフロンティア
1349 中央区 ㈱パイロットコーポレーション
1350 中央区 清⽔建設株式会社 営業総本部
1351 中央区 ＰＤＲファーマ株式会社
1352 中央区 株式会社⼤都技研
1353 中央区 富⼠フイルム富⼭化学株式会社
1354 中央区 レック株式会社
1355 中央区 東洋インキSCホールディングス㈱
1356 中央区 株式会社スマートエナジー



1357 中央区 東洋熱⼯業株式会社
1358 中央区 東洋熱⼯業株式会社 東京本店
1359 中央区 ⽇本ファブテック株式会社
1360 中央区 ⽇本⽣命保険相互会社法⼈市場第⼀部 ＦＰ営業⼀課
1361 中央区 ⽇本⽣命保険相互会社法⼈市場第⼀部 ＦＰ営業⼆課
1362 中央区 ブラザー販売株式会社東京事業所
1363 中央区 株式会社吾妻商会
1364 中央区 ユニバーサル株式会社法⼈営業部
1365 中央区 サンワテクノス株式会社
1366 中央区 清⽔建設株式会社東京⽀店
1367 中央区 国際興業株式会社
1368 中央区 株式会社クボタ東京本社
1369 中央区 株式会社商⼯組合中央⾦庫
1370 中央区 コスモ⽯油マーケティング株式会社 関東⽀店
1371 中央区 ヨツギ株式会社東京本社
1372 中央区 株式会社ヤブ原
1373 中央区 ㈱味の素コミュニケーションズ
1374 中央区 ＮＴＫ株式会社
1375 中央区 ⽇本管材センター株式会社
1376 中央区 ニチベイサービス株式会社
1377 中央区 エンパイヤ⾃動⾞株式会社
1378 中央区 株式会社共⽴エコー
1379 中央区 ⼤⻄商事株式会社
1380 中央区 千代⽥ビル管財株式会社
1381 中央区 郷商事株式会社
1382 中央区 ハナマルキ株式会社
1383 中央区 （株）新藤商店
1384 中央区 隅⽥商事株式会社⽯油部
1385 中央区 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
1386 中央区 東洋カーマックス株式会社
1387 中央区 ㈱アサヒビジネプロデュース
1388 中央区 東京海上⽇動あんしん⽣命保険株式会社 東京中央第５⽀社
1389 中央区 株式会社カントー
1390 中央区 株式会社⽇本トリム
1391 中央区 モリ⼯業（株）東京⽀店
1392 中央区 ＮＳリノベーション株式会社
1393 中央区 ジェイアンドエス保険サービス株式会社
1394 中央区 （株）バリアン メディカルシステムズ
1395 中央区 北翔建設株式会社
1396 中央区 東京海上⽇動あんしん⽣命保険㈱東京中央第四⽀社
1397 中央区 東京海上⽇動あんしん⽣命保険㈱東京第三⽀社
1398 中央区 （株）クレオ
1399 中央区 株式会社エフ・ユー



1400 中央区 株式会社フジキン⼋丁堀中央営業所
1401 中央区 ブルドッグソース株式会社
1402 中央区 警視庁中央警察署
1403 中央区 綜合警備保障株式会社中央⽀社 中央地区待機所
1404 中央区 東京消防庁⽇本橋消防署
1405 中央区 サンベース株式会社 東京⽀社
1406 中央区 岩井コスモ証券株式会社
1407 中央区 ⽇綜産業株式会社 東京⽀店
1408 中央区 ウシオライティング株式会社
1409 中央区 株式会社⿃安本店
1410 中央区 （株）花⾨フラワーゲート
1411 中央区 東京海上⽇動あんしん⽣命保険㈱東京中央第三⽀社
1412 中央区 ⽵本油脂株式会社東京営業所
1413 中央区 キャノンシステムアンドサポート株式会社
1414 中央区 ⾦印物産株式会社
1415 中央区 ニチコン株式会社 東京⽀店
1416 中央区 ジーエフシー株式会社東京営業所
1417 中央区 富⼠電機株式会社⼈事･総務室総務部(⼋丁堀分室)
1418 中央区 イシグロ株式会社
1419 中央区 寺⽥⼯業株式会社
1420 中央区 東京海上⽇動あんしん⽣命保険株式会社 東京第四⽀社
1421 中央区 ⾦剛建設株式会社
1422 中央区 株式会社⼟屋商店
1423 中央区 株式会社⻘⽊組東京本店
1424 中央区 株式会社⾼春堂
1425 中央区 東和耐⽕⼯業株式会社
1426 中央区 株式会社エフビーエス
1427 中央区 株式会社シバタ
1428 中央区 エスビー⾷品株式会社
1429 中央区 ビルマテル株式会社
1430 中央区 株式会社⽇⾦
1431 中央区 花王ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｽﾀﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社
1432 中央区 株式会社ムーンスター東京本社
1433 中央区 東京海上⽇動あんしん⽣命保険㈱東京第⼀⽀社
1434 中央区 橘⼯業株式会社
1435 中央区 株式会社モトヤ東京本社
1436 中央区 アサヒ道路株式会社
1437 中央区 中央鋼材株式会社
1438 中央区 中央無線電機株式会社
1439 中央区 新越化成⼯業株式会社
1440 中央区 株式会社東京エネシス
1441 中央区 東京海上⽇動あんしん⽣命保険㈱東京中央第⼀⽀社
1442 中央区 東京マツダ販売株式会社



1443 中央区 株式会社プレナス
1444 中央区 セック株式会社
1445 中央区 ⼭宗化学株式会社
1446 中央区 はごろもフーズ株式会社東京⽀店
1447 中央区 株式会社住ゴム産業
1448 中央区 ⽚⼭鉄建株式会社
1449 中央区 ⽉星商事株式会社
1450 中央区 協和ゴム株式会社
1451 中央区 コスモリフォーム株式会社
1452 中央区 東京海上⽇動あんしん⽣命保険株式会社 東京中央第⼆⽀社
1453 中央区 株式会社ダンロップホームプロダクツ
1454 中央区 株式会社⼭⼝封筒店
1455 中央区 株式会社トーコー東京営業本部
1456 中央区 株式会社⼩島組東京⽀店
1457 中央区 伊藤機電株式会社
1458 中央区 全電協株式会社
1459 中央区 株式会社エコスタイル
1460 中央区 トプレック（株）総務課
1461 中央区 ショーレジン株式会社東京⽀店
1462 中央区 アコーダ・ビジネス・フォーム株式会社
1463 中央区 ⽇本⽡斯株式会社保安点検センター東京⽀店
1464 中央区 トプレック株式会社
1465 中央区 ニチアス株式会社東京⽀社
1466 中央区 岩井コスモ証券株式会社
1467 中央区 ⽇協⾷品株式会社
1468 中央区 ⽵本技研株式会社東京営業所
1469 中央区 ダイニッカ株式会社
1470 中央区 ⽜乳⽯鹸共進社株式会社
1471 中央区 ⼾⽥建設株式会社
1472 中央区 東京海上⽇動あんしん⽣命保険㈱東京第⼆⽀社
1473 中央区 花王ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｻｰﾋﾞｽ株式会社
1474 中央区 三和機材株式会社
1475 中央区 加賀ソルネット株式会社
1476 中央区 株式会社⽩橋
1477 中央区 株式会社アイラック
1478 中央区 株式会社ビーアンドピー
1479 中央区 ⽇本⾼圧コンクリート株式会社東京⽀社
1480 中央区 株式会社サティスファクトリー
1481 中央区 岩井コスモ証券株式会社東京コールセンター
1482 中央区 岩井コスモ証券株式会社法⼈営業部 東京法⼈課
1483 中央区 和翔商事株式会社 東京本社
1484 中央区 株式会社マーションジャパン
1485 中央区 株式会社カネボウ化粧品お客さま対応室



1486 中央区 株式会社ＳＫテック
1487 中央区 三機⼯業株式会社 東京⽀社
1488 中央区 株式会社橋本組 東京⽀店
1489 中央区 トーアエイヨー株式会社南関東⽀店
1490 中央区 内藤証券株式会社 東京営業部
1491 中央区 株式会社内⽥洋⾏
1492 中央区 株式会社シュテルン中央
1493 中央区 株式会社ENEOSリテールサービス
1494 中央区 ⾠⾺本家酒造株式会社東⽇本営業部
1495 中央区 株式会社⽇本インシーク
1496 中央区 ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ株式会社
1497 中央区 ⽇本盛株式会社東京⽀店
1498 中央区 松井建設株式会社
1499 中央区 有限会社精電サービス
1500 中央区 ⽇東珈琲株式会社
1501 中央区 株式会社中⻄製作所
1502 中央区 株式会社ウチダシステムズ
1503 中央区 ｾﾙﾄﾘｵﾝ･ﾍﾙｽｹｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
1504 中央区 京橋ロジス株式会社
1505 中央区 ⼤星岡村株式会社
1506 中央区 トーソー株式会社東京⽀店
1507 中央区 泉レストラン株式会社
1508 中央区 豊国⼯業株式会社東京⽀店
1509 中央区 ファイテン㈱
1510 中央区 トヨタモビリティ東京株式会社⽇本橋店
1511 中央区 株式会社共⽴メンテナンスドーミーイン東京⼋丁堀
1512 中央区 ドーピー建設⼯業株式会社
1513 中央区 ⽇鉄テックスエンジ株式会社東京事業センター
1514 中央区 隅⽥商事株式会社
1515 中央区 ⼋重洲電気株式会社
1516 中央区 ⽥代硝⼦⼯業株式会社
1517 中央区 カメヤマ㈱
1518 中央区 株式会社ミトヨ
1519 中央区 秩⽗⽯灰⼯業株式会社
1520 中央区 株式会社アカギ
1521 中央区 エム・ビー・エス株式会社
1522 中央区 株式会社 ウチダテクノ
1523 中央区 トーソーサービス株式会社
1524 中央区 エダップテクノメド株式会社
1525 中央区 株式会社ワコーパレット
1526 中央区 株式会社三誠
1527 中央区 株式会社トヨタユーゼック
1528 中央区 三建設備⼯業株式会社



1529 中央区 東海ビコー株式会社
1530 中央区 平和紙業株式会社 東京本店
1531 中央区 幸商事株式会社
1532 中央区 リンタツ株式会社
1533 中央区 ショウワノート株式会社
1534 中央区 京橋運送株式会社
1535 中央区 ⻑⾕川⼯業株式会社 東京⽀店
1536 中央区 ⽇本道路株式会社東京中央出張所
1537 中央区 ⽑塚運輸株式会社
1538 中央区 株式会社カクダイ東京⽀店
1539 中央区 愛知株式会社東京営業部
1540 中央区 ⽇清商事株式会社
1541 中央区 ⽇本オーチス・エレベータ㈱⾸都圏⽀店
1542 中央区 ノーベルファーマ（株）
1543 中央区 株式会社久栄社
1544 中央区 社会福祉法⼈ 賛育会マイホーム新川
1545 中央区 ヒガシマル醤油株式会社東京⽀店
1546 中央区 レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社
1547 中央区 藤倉商事株式会社
1548 中央区 ⼤豊建設株式会社
1549 中央区 ⼀正蒲鉾株式会社東京⽀店
1550 中央区 東京電⼒パワーグリッド株式会社銀座⽀社 銀座制御所
1551 中央区 理⽔化学株式会社東京⽀店
1552 中央区 藤⽥鋼板リース株式会社
1553 中央区 セッツ株式会社
1554 中央区 株式会社三和⾃動⾞
1555 中央区 株式会社メリテック
1556 中央区 オーク設備⼯業株式会社
1557 中央区 ＥＡファーマ株式会社
1558 中央区 株式会社富⼠コンプレッサー製作所
1559 中央区 株式会社宮崎本店東京⽀店
1560 中央区 ㈱アクシスエンジニアリング
1561 中央区 和⽥製糖株式会社
1562 中央区 株式会社グリーンクロス
1563 中央区 ⽇本⽯油販売株式会社
1564 中央区 株式会社ソーキ
1565 中央区 株式会社ｸﾘｰﾝﾃｯｸｻｰﾋﾞｽ東京
1566 中央区 三菱倉庫株式会社 東京⽀店
1567 中央区 鐵商株式会社
1568 中央区 株式会社イチエ
1569 中央区 東新エナジー株式会社
1570 中央区 寄神建設株式会社東京⽀店
1571 中央区 株式会社 MARRY MARBLE



1572 中央区 株式会社ナカボーテック
1573 中央区 ⽇清オイリオグループ株式会社
1574 中央区 株式会社エステック東京⽀店
1575 中央区 ⽇鉄物産ワイヤ＆ウェルディング株式会社
1576 中央区 ⼤京⾷品株式会社
1577 中央区 株式会社三ツ和
1578 中央区 ⽇東富⼠製粉株式会社
1579 中央区 株式会社Mizkan東京⽀店
1580 中央区 中央⾃動⾞交通株式会社
1581 中央区 トヨタモビリティ東京株式会社
1582 中央区 ヤマサ醤油株式会社東京⽀社
1583 中央区 株式会社タテノコーポレーション
1584 中央区 オークラサービス株式会社
1585 中央区 沢の鶴株式会社東京⽀店
1586 中央区 ヤマハサウンドシステム株式会社
1587 中央区 株式会社ヤギ東京⽀店
1588 中央区 ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
1589 中央区 ⻄川株式会社
1590 中央区 株式会社カナエ
1591 中央区 ミツワ電機株式会社
1592 中央区 ＮＴＴ東⽇本−南関東
1593 中央区 東京菅公学⽣服株式会社
1594 中央区 合資会社⿃近
1595 中央区 タイガースポリマー株式会社東京⽀店
1596 中央区 アンス電設株式会社
1597 中央区 ⽇本橋消防署 浜町出張所
1598 中央区 ピジョン タヒラ株式会社
1599 中央区 ラサ商事株式会社
1600 中央区 株式会社KVK関東⽀社東京営業所
1601 中央区 東和薬品株式会社東京東営業所
1602 中央区 株式会社⽇⽴ビルシステムエンジニアリング
1603 中央区 富⼠製薬⼯業株式会社関東第⼀⽀店
1604 中央区 岩崎電気株式会社東京広域営業所
1605 中央区 株式会社 リフコム
1606 中央区 花王グループカスタマーマーケティング株式会社
1607 中央区 マルニシテグラ株式会社
1608 中央区 ⾸都⾼電気メンテナンス株式会社
1609 中央区 三幸⾷品株式会社
1610 中央区 サフラン電機株式会社
1611 中央区 岐⾩プラスチック⼯業 株式会社
1612 中央区 住友化学園芸株式会社
1613 中央区 久松警察署
1614 中央区 ケーワンテック株式会社 本社



1615 中央区 ⼤新⼟⽊株式会社東京営業所
1616 中央区 ダイキン油機エンジニアリング株式会社
1617 中央区 豊トラスティ証券株式会社
1618 中央区 ショーボンドマテリアル株式会社東京営業所
1619 中央区 三建エンジニアリングサービス株式会社
1620 中央区 株式会社陽進堂 東京第⼀⽀店
1621 中央区 イカリ消毒株式会社
1622 中央区 SOMPOひまわり⽣命保険株式会社東京LCオフィス
1623 中央区 SOMPOひまわり⽣命保険株式会社東京中央LCオフィス
1624 中央区 船場電気化材株式会社
1625 中央区 ⾸都⾼技術株式会社箱崎事務所
1626 中央区 旭コンステック株式会社東京⽀店
1627 中央区 ⼩堺化学⼯業株式会社
1628 中央区 株式会社塚⽥農場プラス⽇本橋物流センター
1629 中央区 株式会社⽩洋社ホールディングス
1630 中央区 ⽇特建設 株式会社 東京⽀店
1631 中央区 株式会社三商
1632 中央区 株式会社明治座
1633 中央区 村⽥機械株式会社東京⽀社
1634 中央区 株式会社ヤクルト本社医薬営業部医薬東京第⼀⽀店
1635 中央区 株式会社い和多
1636 中央区 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社
1637 中央区 株式会社ドッドウェルビー・エム・エス
1638 中央区 株式会社柳屋本店
1639 中央区 安⽥産業株式会社東京⽀店
1640 中央区 ⼤関株式会社
1641 中央区 三協インタナショナル株式会社
1642 中央区 株式会社カントーソリューションセンター
1643 中央区 ⽇特建設株式会社直轄グラウト部
1644 中央区 ⼤⼭商事有限会社
1645 中央区 株式会社東京躯体
1646 中央区 コフロック株式会社東京メインオフィス
1647 中央区 協和キリン株式会社東京⽀店
1648 中央区 株式会社アルファシー
1649 中央区 富⼠クラスタ株式会社
1650 中央区 株式会社 扇雀飴本部東⽇本地区統括本部
1651 中央区 第⼀⾼周波⼯業 株式会社
1652 中央区 カゴメ株式会社東京⽀店
1653 中央区 倉⾕化学産業株式会社
1654 中央区 フレッシュ・フード・サービス株式会社
1655 中央区 株式会社カンセン
1656 中央区 株式会社 ジーエムエス
1657 中央区 吉川紙商事株式会社



1658 中央区 株式会社 アイ・ティ・エス
1659 中央区 株式会社こもりコーポレーション
1660 中央区 株式会社共ショウ
1661 中央区 兼松サステック株式会社
1662 中央区 株式会社村松
1663 中央区 株式会社 升喜
1664 中央区 ミカ製版 株式会社
1665 中央区 株式会社ＮＩＴＴＯ東京⽀店
1666 中央区 三井電気⼯業株式会社
1667 中央区 株式会社 万城⾷品
1668 中央区 株式会社協栄
1669 中央区 株式会社シラカワ
1670 中央区 昭和紙商事株式会社
1671 中央区 バン⼯業⽤品株式会社
1672 中央区 株式会社川瀬電気⼯業所東京⽀店
1673 中央区 京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱サービス事業本部
1674 中央区 サクラファインテックジャパン株式会社
1675 中央区 樫村⼯機株式会社
1676 中央区 東京パトロール
1677 中央区 モレキュラーデバイスジャパン株式会社
1678 中央区 ⽇清製粉株式会社関東営業部
1679 中央区 ⽯川特殊特急製本株式会社東京⽀店
1680 中央区 ダントー株式会社
1681 中央区 写光情報システム株式会社
1682 中央区 旭化成ホームズ株式会社集合住宅営業本部集合⽇本橋⽀店
1683 中央区 株式会社ツヅキ
1684 中央区 グローリーナスカ株式会社東京⽀店
1685 中央区 ネクスト・ワン株式会社 東京営業所
1686 中央区 オーツカ鉄鋼販売 株式会社
1687 中央区 JCMメイホウ株式会社
1688 中央区 ⽇産証券 株式会社
1689 中央区 カゴメ株式会社東京東京本社
1690 中央区 東京洋紙株式会社
1691 中央区 丸勝運輸株式会社
1692 中央区 兼松エンジニアリング株式会社東京⽀店
1693 中央区 旭興株式会社東京営業所
1694 中央区 株式会社ナンシン
1695 中央区 中庄株式会社
1696 中央区 ⼤⽯産業株式会社
1697 中央区 株式会社⽇本防災技術センター
1698 中央区 株式会社テックコーポレーション
1699 中央区 昱株式会社
1700 中央区 株式会社⽇本陶業



1701 中央区 岩崎電気株式会社⺠需特販営業部
1702 中央区 株式会社ベアーズ
1703 中央区 株式会社神明
1704 中央区 キョーラク株式会社
1705 中央区 株式会社アクア・アート
1706 中央区 株式会社⽇⼭
1707 中央区 ⽇ノ出産業株式会社
1708 中央区 ⼤⽇本除⾍菊株式会社東京⽀店
1709 中央区 昱株式会社東京⽀店
1710 中央区 ⾸都⾼カー・サポート株式会社
1711 中央区 岩崎電気株式会社東京営業所
1712 中央区 株式会社ヨシザワ建築構造設計
1713 中央区 株式会社 清⽥⼯業
1714 中央区 東瀝⻘建設株式会社
1715 中央区 イビデングリーンテック株式会社東京本社
1716 中央区 株式会社エクシード
1717 中央区 ピジョン株式会社
1718 中央区 ⼤洋⾹料株式会社東京⽀店
1719 中央区 ⽇清製粉プレミックス株式会社
1720 中央区 医療法⼈社団 平郁会⽇本橋かきがら町クリニック
1721 中央区 奥村組興業株式会社
1722 中央区 ⽇清製粉株式会社東京営業部
1723 中央区 ヤマジョウ商事株式会社
1724 中央区 北川ヒューテック株式会社
1725 中央区 河淳株式会社
1726 中央区 東洋シヤッター 株式会社
1727 中央区 デンカ株式会社東京メディカル⽀店
1728 中央区 盛⽥株式会社東京⽀店
1729 中央区 株式会社キッコーマン・マーケティングセンター
1730 中央区 三菱マテリアルトレーディング株式会社
1731 中央区 メルシャン株式会社
1732 中央区 ＪＣＭシステムズ株式会社
1733 中央区 株式会社 ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．東京
1734 中央区 株式会社パーカー コーポレーション
1735 中央区 六甲バター株式会社東京⽀店
1736 中央区 第⼀総合警備保障株式会社
1737 中央区 エコー防災株式会社
1738 中央区 ＮＴＴインフラネット株式会社
1739 中央区 ハチ⾷品株式会社 東京⽀店
1740 中央区 株式会社トーケイ
1741 中央区 ⼤⽇精化⼯業株式会社
1742 中央区 七條紙商事株式会社
1743 中央区 株式会社セントラルローズ



1744 中央区 松岡塗料株式会社
1745 中央区 ウメトク株式会社 東京⽀店営業部
1746 中央区 かがつう株式会社本社・東京営業所
1747 中央区 ⽇本テクニカルサービス株式会社
1748 中央区 キリンビール株式会社広域販売推進統括本部
1749 中央区 キリンビール株式会社⾸都圏統括本部
1750 中央区 ⼤和産業株式会社東京⽀店
1751 中央区 株式会社不動テトラ東京本店
1752 中央区 ジェコス株式会社
1753 中央区 松和印刷株式会社東京⽀店
1754 中央区 株式会社ネオテック
1755 中央区 株式会社東横イン東京駅新⼤橋前
1756 中央区 スターツ出版株式会社
1757 中央区 ⽣興株式会社 東京⽀店
1758 中央区 株式会社 ナスタ
1759 中央区 ⾚⾨ウイレックス株式会社東京⽀店
1760 中央区 ⽇新製糖株式会社
1761 中央区 ユナイト株式会社
1762 中央区 株式会社 シンメイ
1763 中央区 株式会セイノースタッフサービス関東⽀店
1764 中央区 株式会社エムシー 東営業所
1765 中央区 株式会社マエカワ 東京⽀店
1766 中央区 株式会社クレハ
1767 中央区 トヨタモビリティサービス株式会社
1768 中央区 東洋刃物株式会社
1769 中央区 株式会社リンレイサービス
1770 中央区 弘電⼯事株式会社
1771 中央区 住友化学株式会社アグロ事業部 営業部
1772 中央区 ジャパンパイル株式会社東京⽀店
1773 中央区 新⽇本空調株式会社
1774 中央区 株式会社⽇清製粉ウェルナ
1775 中央区 協和⾃動⾞株式会社
1776 中央区 ⼤和化成株式会社
1777 中央区 富⼠産業株式会社 東京⽀店
1778 中央区 ⽇清ヨーク株式会社
1779 中央区 株式会社美⼯
1780 中央区 ⽇豊産業株式会社
1781 中央区 株式會社三榮商會
1782 中央区 ダイナパック株式会社東京営業所
1783 中央区 株式会社ダイセイ
1784 中央区 株式会社キャンディルテクト
1785 中央区 中央電設株式会社東京⽀店
1786 中央区 モリリン株式会社東京⽀店



1787 中央区 株式会社ガイア
1788 中央区 株式会社ユニバーサル園芸社⾸都圏営業本部
1789 中央区 株式会社ワプル ⽇本橋営業所
1790 中央区 福島⼯業株式会社
1791 中央区 株式会社アルカン
1792 中央区 株式会社ナスタ
1793 中央区 株式会社ローソンアーバンワークス
1794 中央区 株式会社 ⿂久
1795 中央区 株式会社エス・ティ・ジャパン営業部・技術部
1796 中央区 リンレイテープ株式会社
1797 中央区 株式会社トーヨーコーポレーション
1798 中央区 株式会社丸上
1799 中央区 ⼩松和株式会社
1800 中央区 丸彦渡辺建設株式会社 東京⽀店
1801 中央区 太陽鉱油株式会社
1802 中央区 ⽇本ＮＣＲサービス株式会社本社
1803 中央区 МＳＤ株式会社 ⽇本橋事務所
1804 中央区 株式会社徳祥
1805 中央区 新⽇本住建販売株式会社住宅営業部
1806 中央区 株式会社ＦＰパートナー新宿⽀社
1807 中央区 株式会社ＦＰパートナー⻘⼭⽀社
1808 中央区 三本コーヒー株式会社⽇本橋⽀店
1809 中央区 ゲーテハウス株式会社
1810 中央区 株式会社ファストコム建助事業部 東京本社
1811 中央区 ニッシントーア・岩尾株式会社
1812 中央区 京橋紙業株式会社
1813 中央区 森友通商株式会社
1814 中央区 リスパック株式会社
1815 中央区 京橋氷業株式会社
1816 中央区 株式会社ギンビス
1817 中央区 三協⽴⼭株式会社タテヤマアドバンス社
1818 中央区 曙ブレーキ⼯業株式会社
1819 中央区 社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟東京⽀部
1820 中央区 株式会社三洋
1821 中央区 東京都下⽔道サービス株式会社中央事業所
1822 中央区 ラディックス株式会社⽇本橋営業所
1823 中央区 ⾸都⾼速道路株式会社東京東局
1824 中央区 ⽚⾙印刷株式会社
1825 中央区 シヤチハタ㈱東京⽀店
1826 中央区 東京実業健康保険組合
1827 中央区 ⽇本マイセラ株式会社
1828 中央区 マックス株式会社東京⽀店
1829 中央区 株式会社桃屋



1830 中央区 ムラテック販売株式会社東京⽀店
1831 中央区 宝醤油株式会社
1832 中央区 株式会社協成東京本社
1833 中央区 塚本商事機械株式会社
1834 中央区 不⼆窯業株式会社
1835 中央区 株式会社平和堂
1836 中央区 ⽇新化⼯株式会社
1837 中央区 株式会社 ＵＳＥＮ
1838 中央区 株式会社SEB Professional
1839 中央区 バレーパーキングシステムズ株式会社
1840 中央区 ジャパンエステート株式会社
1841 中央区 株式会社アーキテクトディベロッパー
1842 中央区 城東テクノ株式会社東京⽀店
1843 中央区 ㈱ミルボン東京銀座⽀店
1844 中央区 あゆみ製薬㈱東京第⼆⽀店
1845 中央区 王⼦ネピア株式会社リビングサポート営業本部東京オフィス
1846 中央区 丸⼤⾷品株式会社
1847 中央区 中央区役所
1848 中央区 東京都第⼀建設事務所
1849 中央区 株式会社 及川装飾店
1850 中央区 東京都下⽔道サービス株式会社中部保全事業所
1851 中央区 綜合警備保障株式会社中央⽀社
1852 中央区 株式会社タートル
1853 中央区 株式会社Ｊーオイルミルズ
1854 中央区 保⼟ヶ⾕電⼦販売株式会社
1855 中央区 ㈱ニチレイフーズ⾸都圏⽀社
1856 中央区 オックスジャッキ株式会社
1857 中央区 株式会社富⼠通ゼネラル東京⽀店
1858 中央区 キーコーヒー株式会社⾸都圏ユニット
1859 中央区 ⽇本郵便（株）晴海郵便局京橋分室
1860 中央区 株式会社メトス
1861 中央区 芝本産業株式会社
1862 中央区 ⽮作建設⼯業株式会社東京⽀店
1863 中央区 ナラサキ産業株式会社
1864 中央区 ピアス株式会社
1865 中央区 三機⼯業株式会社
1866 中央区 株式会社資⽣堂
1867 中央区 株式会社 ⾦剛組 東京⽀店
1868 中央区 損害保険ジャパン株式会社
1869 中央区 東京国税局
1870 中央区 サッポロビール株式会社銀座事務所
1871 中央区 海⽼の⼤丸株式会社
1872 中央区 渡辺パイプ株式会社



1873 中央区 株式会社⾕沢製作所
1874 中央区 ⽩鶴酒造株式会社東京⽀社
1875 中央区 ⽇本梱包運輸倉庫株式会社
1876 中央区 ⽇本梱包運輸倉庫 株式会社輸出⼊営業所
1877 中央区 株式会社アターブル松屋
1878 中央区 シェル商事株式会社
1879 中央区 エスケーエンジニアリング（株）
1880 中央区 ⽇本梱包運輸倉庫株式会社東京営業所
1881 中央区 東神電気⼯業株式会社
1882 中央区 株式会社 協和⽇成
1883 中央区 株式会社佐渡島東京⽀店
1884 中央区 株式会社 友菱
1885 中央区 ⽇本郵便（株）銀座郵便局
1886 中央区 株式会社阪和
1887 中央区 株式会社シンワ
1888 中央区 パナソニックリビング株式会社⾸都圏・関東社
1889 中央区 ⼩林硝⼦株式会社
1890 中央区 福⽥印刷⼯業（株）
1891 中央区 ニチアスエンジニアリングサービス株式会社
1892 中央区 福⽥交易株式会社
1893 中央区 有限会社ホソヤ
1894 中央区 ㈱ホットランド
1895 中央区 株式会社ザイマックス防災テクニカ
1896 中央区 株式会社ミキモト
1897 中央区 ㈱ファミリーコーポレーション
1898 中央区 ⻲⽥製菓株式会社
1899 中央区 住友⽣命保険相互会社
1900 中央区 光商⼯株式会社
1901 中央区 株式会社ジェイテクト
1902 中央区 株式会社Ginza 銀座⽀店
1903 中央区 株式会社リンレイ
1904 中央区 （株）ＮＴＴ東⽇本南関東東京事業部設備部サービス運営部⾨
1905 中央区 株式会社定松
1906 中央区 ニッタ株式会社東京⽀店
1907 中央区 新⽇本印刷株式会社東京⽀社
1908 中央区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏銀座⽀店
1909 中央区 ⾸都⾼技術（株）
1910 中央区 太三機⼯株式会社
1911 中央区 太三機⼯株式会社
1912 中央区 新⽇本商品株式会社
1913 中央区 カワセコンピュータサプライ株式会社
1914 中央区 王⼦不動産株式会社
1915 中央区 ナイガイ株式会社



1916 中央区 阪和興業株式会社
1917 中央区 株式会社福助
1918 中央区 あゆみ製薬株式会社
1919 中央区 （株）ヴェルジェ
1920 中央区 中川特殊鋼株式会社
1921 中央区 デンツプライシロナ㈱
1922 中央区 （株）弘電社電⼒・産業・プラント事業本部
1923 中央区 （株）弘電社 機版事業本部
1924 中央区 （株）弘電社 内線事業本部
1925 中央区 株式会社ギャバン
1926 中央区 株式会社オープンハウス銀座サロン
1927 中央区 株式会社ファブリカコミュニケーションズ東京⽀店
1928 中央区 株式会社道南冷蔵東京営業所
1929 中央区 株式会社⼭櫻
1930 中央区 ケイエス冷凍⾷品（株）東京営業部
1931 中央区 株式会社ダルトン
1932 中央区 朝⽇建物管理株式会社
1933 中央区 ⼭⼀興産株式会社東京⽀店
1934 中央区 積⽔アクアシステム株式会社
1935 中央区 中和印刷株式会社
1936 中央区 株式会社⻄・サービス
1937 中央区 ⽇本メックス株式会社
1938 中央区 テーブルマーク株式会社
1939 中央区 陽⽴産業株式会社
1940 中央区 株式会社宮本商⾏
1941 中央区 ラス・スーパーフライ株式会社
1942 中央区 菊正宗酒造株式会社東京⽀社
1943 中央区 塚本總業株式会社
1944 中央区 ⼋重洲防災設備株式会社
1945 中央区 ⼩⻄酒造株式会社
1946 中央区 株式会社銀泉
1947 中央区 株式会社ビバリー
1948 中央区 株式会社新和興業
1949 中央区 ＩＭＶ株式会社
1950 中央区 株式会社シーファイブ
1951 中央区 東海鋼管株式会社東京⽀店
1952 中央区 勝鬨酒販株式会社
1953 中央区 ㈱ニチアスセムクリート
1954 中央区 株式会社⽇動画廊
1955 中央区 ⼩林クリエイト（株）
1956 中央区 ㈱マルシンフーズ
1957 中央区 株式会社中村⾃⼯
1958 中央区 株式会社ヤマト



1959 中央区 荏原実業株式会社
1960 中央区 株式会社ふじや⾷品東京⽀店
1961 中央区 株式会社廣瀬電気
1962 中央区 株式会社中外⾷品
1963 中央区 ⼤洋商事株式会社
1964 中央区 ⼭王スペース＆レンタル株式会社
1965 中央区 株式会社TSユニオン
1966 中央区 株式会社三井住友銀⾏築地法⼈営業部
1967 中央区 株式会社ダルトンメンテナンス
1968 中央区 株式会社ウィングロード
1969 中央区 株式会社ネット
1970 中央区 株式会社ベンチャー総研
1971 中央区 奥⼭化⼯業株式会社
1972 中央区 明星⼯業株式会社
1973 中央区 峰岸浚設株式会社
1974 中央区 コナミビジネスエキスパート株式会社
1975 中央区 株式会社 東広
1976 中央区 中島⽔産株式会社
1977 中央区 株式会社ペスカリッチ
1978 中央区 株式会社星和
1979 中央区 ⼤同建材産業株式会社
1980 中央区 ⼭⽥ダンボール株式会社
1981 中央区 株式会社スギヨ東京⽀店
1982 中央区 パナソニックコネクト株式会社
1983 中央区 株式会社シオザワ
1984 中央区 株式会社淀川製鋼所東京⽀社
1985 中央区 ディパーチャーズ・ジャパン株式会社 営業部
1986 中央区 株式会社古川組
1987 中央区 東通ネットワーク株式会社
1988 中央区 イーブロードコミュニケーションズ株式会社
1989 中央区 株式会社⼀九堂印刷所
1990 中央区 ＩＨＩ運搬機械株式会社東京第五サービスセンター
1991 中央区 株式会社テクメイション
1992 中央区 三光設備株式会社
1993 中央区 ⼤栄電気株式会社
1994 中央区 株式会社⼤成美術印刷所
1995 中央区 株式会社テレコムサービス東京
1996 中央区 株式会社⼋百万
1997 中央区 株式会社ヨネイ
1998 中央区 中央⽮崎サービス株式会社
1999 中央区 合資会社塩瀬総本家
2000 中央区 国際紙パルプ商事株式会社
2001 中央区 株式会社ムサシ



2002 中央区 坪井⼯業株式会社
2003 中央区 築地⾷糧販売株式会社
2004 中央区 ⽊下インターナショナル株式会社
2005 中央区 電源開発株式会社
2006 中央区 北野建設株式会社東京本社
2007 中央区 株式会社いし東
2008 中央区 株式会社⽇新堂
2009 中央区 株式会社セントラルプロフィックス
2010 中央区 警視庁築地警察署
2011 中央区 株式会社ニチレイ
2012 中央区 株式会社 電恒⾃動⾞サービス
2013 中央区 株式会社喜代村
2014 中央区 ⽇本運⾏システム株式会社
2015 中央区 ⼭勝⼯業株式会社
2016 中央区 岳南建設（株）東京⽀社
2017 中央区 株式会社未来都市開発
2018 中央区 中央区中央清掃事務所晴海事業所
2019 中央区 社会福祉法⼈奉優会マイホームはるみ
2020 中央区 東京都第⼀市街地整備事務所
2021 中央区 株式会社オートサーバー
2022 中央区 株式会社ﾊｰﾌ・ｾﾝﾁｭﾘｰ・ﾓｱサンシティ銀座ＥＡＳＴ
2023 中央区 ⽉島警察署
2024 中央区 ビー・エム・ダブリュー東京㈱プレミアムセクション勝どき
2025 中央区 ㈱中川船舶
2026 中央区 ミナリスメディカル株式会社
2027 中央区 ⽇本ベーカーヒューズ（株）
2028 中央区 リコージャパン株式会社
2029 中央区 ⽇本酒類販売（株）東⽇本本部 第⼀⽀社
2030 中央区 船⼭株式会社東京本店
2031 中央区 株式会社 カナデン
2032 中央区 ⼀般財団法⼈ 東京顕微鏡院
2033 中央区 サンメディックス株式会社本社
2034 中央区 ダイハツ東京販売㈱Ｄモール⽉島店
2035 中央区 ⼭九株式会社 本社事務所
2036 中央区 ダイハツ東京販売 株式会社
2037 中央区 株式会社 ⼤冷
2038 中央区 フジタ道路株式会社⾸都圏⽀店
2039 中央区 オーケー器材株式会社
2040 中央区 株式会社 多久製作所東京オフィス
2041 中央区 株式会社カナデンエンジニアリング
2042 中央区 江間忠⽊材株式会社
2043 中央区 三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社臨海⽀店
2044 中央区 三栄⽔産㈱



2045 中央区 トヨタモビリティ東京（株）中央勝どき店
2046 中央区 ヤマト科学 株式会社
2047 中央区 かいせい物産株式会社
2048 中央区 ⽇本産業株式会社
2049 中央区 アサヒフィールドマーケティング株式会社
2050 中央区 レクサス晴海
2051 中央区 トヨタモビリティ東京株式会社中央晴海店
2052 中央区 株式会社ディ・ティ・ロジスティックス
2053 中央区 株式会社 エスコシステムズ
2054 中央区 東京消防庁臨港消防署⽉島出張所
2055 中央区 株式会社フーディソン
2056 中央区 （株）江間忠ホールディングス
2057 中央区 株式会社マルハニチロ物流
2058 中央区 サンコーインダストリー株式会社東京⽀社
2059 中央区 ⽇本郵便株式会社晴海郵便局
2060 中央区 株式会社 巴コーポレーション
2061 中央区 サンキュウビジネスサービス株式会社
2062 中央区 株式会社 ⽩洋舎東京⽀店 晴海営業所
2063 中央区 株式会社 喜代村豊海物流センター
2064 中央区 株式会社ビギー・ジャパン
2065 中央区 東京消防庁臨港消防署
2066 中央区 泉海陸作業 株式会社
2067 中央区 株式会社ダスキン⽊村
2068 中央区 社会福祉法⼈ トーリケアネット⾼齢者総合福祉施設 晴海苑
2069 中央区 Stellantisジャパン販売（株）ﾌﾟｼﾞｮｰ・ｼﾄﾛｴﾝ中央ｼｮｰﾙｰﾑ
2070 中央区 丸⼤⽔産株式会社
2071 中央区 （株）ﾘｸﾙｰﾄｵﾌｨｽｻﾎﾟｰﾄ
2072 中央区 アース環境サービス（株）関東⽀店
2073 中央区 テレイグジスタンス株式会社
2074 中央区 銀⼀株式会社 流通センター
2075 中央区 株式会社プレコエフユニット
2076 中央区 ⾦剛産業株式会社⾸都圏⽀店
2077 中央区 ㈱若菜企画
2078 中央区 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社東京ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
2079 中央区 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 東京東⽀店
2080 中央区 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 東京⻄⽀店
2081 中央区 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 ⾸都圏⽀社
2082 中央区 有限会社⼩林⼯業所
2083 中央区 株式会社 ショクリュー東⽇本⽀社
2084 中央区 コアレックス信栄株式会社
2085 中央区 ⽉島機械株式会社
2086 中央区 株式会社海⽼正豊海営業所
2087 中央区 三菱製鋼株式会社



2088 中央区 ⽇本紙パルプ商事株式会社
2089 中央区 株式会社 マリコットサービスホテル マリナ−ズコート東京
2090 中央区 株式会社 ブーベ
2091 中央区 ⽉島倉庫株式会社
2092 中央区 シンジェンタ・ジャパン株式会社
2093 中央区 ⾦剛産業株式会社
2094 中央区 株式会社 アイパーク
2095 港区 警視庁（他4） 
2100 港区 株式会社トランスアクト
2101 港区 株式会社 アクシス
2102 港区 株式会社Ｊ．Ｃ．Ｏ．ＳＪ東京運転代⾏ 東京営業所
2103 港区 株式会社グローバルサービス
2104 港区 合同会社ＷＯＲＫＳ．ＪＰ
2105 港区 株式会社中央パッキング
2106 港区 セントケア東京㈱リフォーム浜松町
2107 港区 ㈱⼤塚商会中央第２営業部
2108 港区 ㈱ナチ関東（不⼆越）
2109 港区 株式会社 プロギア
2110 港区 株式会社ＧＳユアサ東京⽀社
2111 港区 株式会社南悠商社
2112 港区 東京ガス㈱
2113 港区 双葉鉄道⼯業株式会社
2114 港区 ⼋洲電機㈱総務⼆課
2115 港区 ㈱かんぽ⽣命保険法⼈営業開発部
2116 港区 旭化成アドバンス㈱
2117 港区 株式会社コードー
2118 港区 クシロブレ−キ㈱
2119 港区 新⽣テクノス㈱東京⽀店
2120 港区 愛宕警察署
2121 港区 富⼠⾞輌㈱
2122 港区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏⻁ノ⾨⽀店
2123 港区 ヒガシオフィスサービス株式会社
2124 港区 ㈱三州社
2125 港区 ⽇本ロジテム株式会社
2126 港区 パナソニック㈱ライフソリューションズ社
2127 港区 ㈱味ごよみ⼀⼼
2128 港区 ㈱シービーエス
2129 港区 東京街路㈱
2130 港区 ㈱ＳＨＯＥＩ
2131 港区 ㈱⻄武･ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙｽﾞﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸﾀﾜｰ東京
2132 港区 医療法⼈社団 悠翔会
2133 港区 ブリヂストン化⼯品ジャパン㈱
2134 港区 株式会社トラックファイブ



2135 港区 医療法⼈社団 進興会
2136 港区 ロート製薬株式会社東京⽀社
2137 港区 ポルシェジャパン株式会社
2138 港区 アメリカン・エキスプレスインターナショナル・Ｉｎｃ
2139 港区 南関東⽇野⾃動⾞株式会社
2140 港区 株式会社四季⼯房関東エリア⽀店
2141 港区 積⽔化学⼯業株式会社
2142 港区 ㈱永⾕園ホールディングス
2143 港区 オプテックス・エフエー（株）
2144 港区 ⽇本軽⾦属株式会社
2145 港区 株式会社ティエスジー
2146 港区 アルテリア・エンジニアリング株式会社
2147 港区 株式会社エイコー
2148 港区 ⼩野⽥化学⼯業㈱
2149 港区 シンフォニアテクノロジー㈱
2150 港区 東京ガス㈱ＮＧＶ事業室
2151 港区 昭和アステック株式会社
2152 港区 ソフトバンク株式会社
2153 港区 トラスコ中⼭㈱総務部
2154 港区 化研マテリアル株式会社
2155 港区 オスコ産業㈱総務部
2156 港区 興和不動産ファシリティーズ㈱
2157 港区 東鉱商事株式会社
2158 港区 ⽇本道路㈱
2159 港区 ㈲藤川
2160 港区 トラスコ中⼭㈱東京⽀店
2161 港区 ⽇本カノマックス㈱東京⽀社 東京営業所
2162 港区 ㈱ダイフク
2163 港区 三井物産マシンテック㈱
2164 港区 積⽔樹脂株式会社
2165 港区 ㈱シズデン
2166 港区 パラカ㈱
2167 港区 ㈱ネクスコ東⽇本エリアサポート
2168 港区 ㈱カナモト
2169 港区 ㈱よみうりコンピュータ
2170 港区 株式会社安川電機
2171 港区 トラスコ中⼭株式会社HC東京⽀店
2172 港区 ロートニッテン株式会社東京⽀社
2173 港区 ケイミュー㈱
2174 港区 メルコオートモーティブソリューション株式会社
2175 港区 住友重機械搬送システム株式会社
2176 港区 NOK株式会社
2177 港区 株式会社⽇⽴製作所ヘルスケア事業本部医⽤分析システム営業部



2178 港区 トッパン・フォームズ㈱
2179 港区 東京ガスケミカル㈱
2180 港区 学校法⼈ 慈恵⼤学 総務課
2181 港区 向陽電気⼯業㈱
2182 港区 スミス・アンド・ネフュー（株）
2183 港区 東和電気㈱
2184 港区 株式会社HEXEL Works東京第⼀⽀店
2185 港区 ㈱三電舎
2186 港区 ㈱ヤヨイサンフーズ
2187 港区 パナソニックホームズ株式会社東⽇本分譲開発⽀社
2188 港区 フェリング・ファーマ㈱
2189 港区 株式会社グローバルサービス
2190 港区 資⽣堂ジャパン㈱ プレミアムブランド事業本部 ⾸都圏営業本部
2191 港区 ⼤和地所レジデンス㈱
2192 港区 株式会社初⽥製作所
2193 港区 ＪＣＲファーマ株式会社
2194 港区 クレトイシ㈱
2195 港区 富⼠通㈱総務部
2196 港区 北海道乳業㈱
2197 港区 中道リース㈱東京⽀社
2198 港区 クリーンテックス㈱
2199 港区 資⽣堂ジャパン株式会社⾸都圏⽀社
2200 港区 ㈱エフティ資⽣堂
2201 港区 株式会社電通
2202 港区 ヒルロムジャパン株式会社
2203 港区 ㈱エネサンスホールディングス
2204 港区 株式会社ハンマーキャスターセールス東京⽀店
2205 港区 ㈱不⼆越東⽇本⽀社
2206 港区 情報通信ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
2207 港区 ㈱エクシング
2208 港区 株式会社 カナエ
2209 港区 ⽉桂冠㈱東⽇本営業部
2210 港区 キッコーマンビジネスサービス㈱
2211 港区 ラッキーコーヒーマシン㈱
2212 港区 株式会社サンセルモ
2213 港区 アボットメディカルジャパン合同
2214 港区 東陽⼯業㈱
2215 港区 株式会社サルーテ 東京本社
2216 港区 都築エンベデッドソリューションズ株式会社
2217 港区 ⼤伸化学㈱
2218 港区 上⽥株式会社
2219 港区 ㈱オカモトヤ
2220 港区 ウオクニ株式会社東京⽀社



2221 港区 東北発電⼯業株式会社東京⽀店
2222 港区 ㈱Ｔｏｏ
2223 港区 株式会社ヨコハマタイヤジャパン東京カンパニー
2224 港区 新⽥電材株式会社
2225 港区 ㈱エクソル
2226 港区 建装⼯業株式会社 ⾸都圏マンションリニューアル事業部
2227 港区 株式会社タケエイ
2228 港区 ヤマトガワ㈱東京⽀店
2229 港区 丸紅建材リース㈱
2230 港区 豊国電気⼯業㈱
2231 港区 ㈱ＮＴＴ東⽇本−南関東東京事業部パートナービジネス部
2232 港区 株式会社ＴＯＫＡＩ東京本社
2233 港区 前⽥⼯繊株式会社 東京本社
2234 港区 三国屋建設株式会社
2235 港区 イーゲート株式会社
2236 港区 フジ産業㈱
2237 港区 ⽇本テレビタワー
2238 港区 株式会社 三井住友銀⾏⽇⽐⾕法⼈営業第⼆部
2239 港区 新コスモス電機㈱東⽇本⽀社
2240 港区 ⽇本⾚⼗字社
2241 港区 横浜ゴムＭＢジャパン株式会社
2242 港区 中⽇本⾼速道路㈱東京⽀社
2243 港区 ⽥中建設⼯業株式会社
2244 港区 建装⼯業株式会社⼟⽊リニューアル事業部
2245 港区 グローバスメディカル株式会社
2246 港区 ⼩倉ホールディングス株式会社
2247 港区 ㈱ジューテック
2248 港区 富⼠産業㈱
2249 港区 株式会社オール
2250 港区 パナソニックEWエンジニアリング株式会社
2251 港区 酒井重⼯業㈱
2252 港区 ⽔ｉｎｇエンジニアリング㈱⾸都圏⽀店
2253 港区 エスペック株式会社
2254 港区 三信化⼯㈱
2255 港区 ＵＣＣ上島珈琲㈱関東⽀社
2256 港区 キーコーヒー株式会社
2257 港区 東電タウンプランニング（株）地中設計・測量センター
2258 港区 ㈱ＴＤモバイル
2259 港区 ⼤興物産株式会社東京⽀店
2260 港区 株式会社三井住友銀⾏東京公務部
2261 港区 東洋ビルメンテナンス株式会社
2262 港区 ㈱かんぽ⽣命保険東京中央法⼈⽀店
2263 港区 建装⼯業㈱



2264 港区 三井物産ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱
2265 港区 コマツカスタマーサポート㈱東京ｶﾝﾊﾟﾆｰ東京ＳＣ推進部
2266 港区 東リ株式会社
2267 港区 北海興業㈱
2268 港区 共栄⽕災海上保険株式会社
2269 港区 株式会社東精テクノ
2270 港区 AIGジャパンホールディングス㈱ＥＲＭ
2271 港区 ハニューフーズ株式会社
2272 港区 こくみん共済COOP東京推進本部 中南部⽀所
2273 港区 オリックス株式会社
2274 港区 ⻄松建設株式会社
2275 港区 ㈱住友倉庫東京⽀店
2276 港区 国精⼯業株式会社
2277 港区 横浜ゴム㈱
2278 港区 ＵＨＡ味覚糖㈱東京第⼀⽀店
2279 港区 アース・ペット株式会社
2280 港区 株式会社トランテックス
2281 港区 ナブコシステム株式会社東京第⼀メンテナンス⽀店
2282 港区 昭和電⼯株式会社
2283 港区 ⽇本アルコン（株）
2284 港区 アエロエンジニアリング株式会社東京テクノセンター
2285 港区 株式会社 HEXEL Works東京第三⽀店
2286 港区 ㈱槌屋
2287 港区 ⽇精エンジニアリング株式会社
2288 港区 ＢＢＳジャパン株式会社
2289 港区 障害者⽀援施設新橋はつらつ太陽
2290 港区 ＮＸ商事㈱東京⽀店
2291 港区 株式会社 ケーネス 関東⽀社
2292 港区 東電タウンプランニング（株）東京広告部
2293 港区 太陽化学㈱東京⽀店
2294 港区 シンバイオ製薬株式会社
2295 港区 丸善雄松堂㈱
2296 港区 ダイコー㈱
2297 港区 ＮＸ商事株式会社
2298 港区 YKアクロス株式会社
2299 港区 相鉄企業株式会社⾸都圏営業部
2300 港区 ⾼⼭商事㈱
2301 港区 エムスリーソリューションズ㈱⾸都圏営業部
2302 港区 ㈱ワールドコンストラクション関東⽀店
2303 港区 株式会社ギガエンジニアリング
2304 港区 ⽇本テレビ放送網株式会社
2305 港区 ㈱ケー・エフ・シー
2306 港区 ⾶騨産業㈱東⽇本営業所



2307 港区 ⿅島フィット株式会社
2308 港区 ⼩倉クラッチ㈱東京営業所
2309 港区 東京電⼒パワーグリッド㈱銀座⽀社
2310 港区 ㈱朝⽇⼯業社
2311 港区 三井倉庫ホールディングス㈱
2312 港区 株式会社 東新商会
2313 港区 ⽇本⽔産株式会社
2314 港区 アイリスオーヤマ株式会社
2315 港区 ＰＨＣ株式会社
2316 港区 建装⼯業株式会社設備・内装リニューアル事業部
2317 港区 ⽇本たばこ産業株式会社 本社
2318 港区 ㈱商⼯組合 中央⾦庫東京⽀店
2319 港区 ㈱三井住友銀⾏浜松町⽀店
2320 港区 株式会社 キロニー
2321 港区 気象庁
2322 港区 ヴィアトリス製薬株式会社
2323 港区 株式会社⿊⿓堂
2324 港区 株式会社北⾥コーポレーション
2325 港区 株式会社ノーユー社
2326 港区 ＴＯＴＯ㈱
2327 港区 三井⾷品株式会社
2328 港区 住友⾦属鉱⼭株式会社
2329 港区 菊村防災設備株式会社
2330 港区 エクセン株式会社
2331 港区 東京パイプ㈱
2332 港区 株式会社東幸本社総務部・事業部
2333 港区 株式会社ヨコハマタイヤジャパン⾸都圏営業本部
2334 港区 太陽企画株式会社ＴＹＰＥ⾞両部
2335 港区 本町化学⼯業㈱
2336 港区 株式会社礎コラム
2337 港区 ⽇本ヒューム株式会社関東・東北⽀社
2338 港区 東京計装㈱
2339 港区 ㈱コトブキ
2340 港区 株式会社建築資料研究社新橋⽀店
2341 港区 みずほリース株式会社 総務部
2342 港区 ㈱マクシスコーポレーション
2343 港区 岩⾕産業株式会社
2344 港区 ⽳吹興産株式会社
2345 港区 株式会社 千代⽥組
2346 港区 株式会社 岩井パック 営業部
2347 港区 ⽇興基礎株式会社
2348 港区 川崎重⼯業株式会社 東京本社
2349 港区 東和アークス株式会社東京⽀店



2350 港区 株式会社三⼯社
2351 港区 オリックス⾃動⾞株式会社ロジスティクス営業部
2352 港区 東京都交通局 ⾞両電気部浅草線電気管理所
2353 港区 スリーエステクノ株式会社 本社
2354 港区 東京ガスネットワーク株式会社
2355 港区 パナソニックハウジングソリューションズ株式会社
2356 港区 株式会社テクノクリエイティブルーム
2357 港区 ㈱ミズサワ
2358 港区 ガルフシール⼯業株式会社
2359 港区 株式会社リミックスポイント
2360 港区 ＫＹＢ株式会社
2361 港区 株式会社 安藤・間管理本部 総務部
2362 港区 株式会社シノケンプロデュース東京オフィス
2363 港区 銀泉株式会社
2364 港区 株式会社 アダゴ
2365 港区 株式会社 野⼝医学研究所
2366 港区 ニチビル株式会社設備保守⼯事部
2367 港区 富⼠港運株式会社
2368 港区 コニカミノルタジャパン株式会社新橋事務所
2369 港区 株式会社⽳吹ハウジングサービス
2370 港区 三協Ｍｉｒａｉ㈱
2371 港区 東京消防庁芝消防署
2372 港区 エムベクタ合同会社
2373 港区 株式会社ナリヅカコーポレーション
2374 港区 ⻄武造園株式会社東⽇本統括⽀店 芝公園オフィス
2375 港区 ⽔ｉｎｇＡＭ株式会社⾸都圏⽀店
2376 港区 Ｃ−Ｕｎｉｔｅｄ株式会社
2377 港区 グンゼメディカル株式会社東京⽀店
2378 港区 豊和⼯業⼯事㈱
2379 港区 ㈱エネサンス関東
2380 港区 株式会社新⽣商会
2381 港区 三貴株式会社 東京⽀店
2382 港区 ボルボ・カー・ジャパン㈱
2383 港区 鉄建建設株式会社東京鉄道⽀店浜松町駅作業所
2384 港区 パナソニックエイジフリー（株）
2385 港区 リストインターナショナルリアルティ株式会社
2386 港区 グローバルキッチン株式会社
2387 港区 ⽇本ヒューム株式会社下⽔道関連事業部
2388 港区 ⽇⼯産業株式会社
2389 港区 住友⼤阪セメント株式会社
2390 港区 株式会社マルホウ 環境事業本部営業部
2391 港区 ⽇本ミート販売株式会社
2392 港区 中村表装㈱



2393 港区 三峯産業株式会社
2394 港区 ローレルバンクマシン㈱
2395 港区 アロン化成㈱
2396 港区 独⽴⾏政法⼈鉄道建設・運輸施設整備⽀援機構東京⽀社
2397 港区 ㈱三井住友銀⾏⽇⽐⾕法⼈営業第⼀部
2398 港区 ㈱杉孝 東京営業所
2399 港区 東洋⽻⽑⾸都圏販売㈱
2400 港区 コスモ⼯機㈱
2401 港区 ㈱ヤマトヤ商会
2402 港区 芝信⽤⾦庫
2403 港区 東洋プラスチックス㈱
2404 港区 株式会社サンコー
2405 港区 ㈱三菱ＵＦＪ銀⾏新橋⽀店
2406 港区 ⽇本滌化化学㈱
2407 港区 ㈱林材⽊店
2408 港区 ⽇⽴キャピタル㈱
2409 港区 東洋不動産株式会社
2410 港区 泰和電気⼯業㈱
2411 港区 ㈱ヤクルト本社
2412 港区 港区役所
2413 港区 横浜エレベータ㈱東京⽀店サービス部
2414 港区 ㈱⽇研⼯作所東京営業所
2415 港区 ㈱栄氷業
2416 港区 オフィックス㈱
2417 港区 ⽇本郵便㈱芝郵便局
2418 港区 ㈱和井⽥製作所東京⽀店
2419 港区 吉⾒商事㈱
2420 港区 ㈱サン・サービス
2421 港区 森⽥電機産業㈱
2422 港区 関東礦油㈱
2423 港区 ㈱飯倉商会
2424 港区 ㈱綜合エンジニアリング
2425 港区 東亞合成㈱
2426 港区 岡⽥商事㈱
2427 港区 国際サービスシステム㈱
2428 港区 株式会社ジャパンリテールイノベーション
2429 港区 エレマテック株式会社
2430 港区 宇部興産建材 株式会社
2431 港区 ⻄尾レントオール株式会社ＲＡ東⽇本営業部
2432 港区 新栄商⼯株式会社
2433 港区 株式会社ヤナセ
2434 港区 株式会社 くろがね⼯作所
2435 港区 株式会社花判



2436 港区 ダイドードリンコ株式会社流通営業部
2437 港区 ⽇本電気 株式会社（総務部）
2438 港区 ⽇本設備地図 株式会社
2439 港区 鈴与三和建物株式会社
2440 港区 沖電気⼯業株式会社
2441 港区 森永製菓株式会社東⽇本統括⽀店
2442 港区 コックフーズ 株式会社
2443 港区 住友電設株式会社機械設備事業部
2444 港区 ⽇本ＰＣサービス株式会社
2445 港区 ⽇本⼯作油株式会社
2446 港区 株式会社ヤナギサワ
2447 港区 原⼯具株式会社
2448 港区 ヤマモリ株式会社東部⽀店
2449 港区 株式会社 ダイフクサービス本部
2450 港区 船員保険芝浦健康管理センター
2451 港区 ⽇鉄物産システム建築株式会社
2452 港区 三信電気株式会社
2453 港区 株式会社 奥⼭洋紙店
2454 港区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング東京⽀店
2455 港区 東栄情報サービス株式会社
2456 港区 泰信電気株式会社
2457 港区 鈴与株式会社
2458 港区 マセラティジャパン株式会社
2459 港区 株式会社 奥村組 東⽇本⽀社
2460 港区 株式会社バンザイ
2461 港区 リック 株式会社
2462 港区 ササキ株式会社東京⽀店
2463 港区 五⼗嵐冷蔵株式会社
2464 港区 東京ガス株式会社都市ｴﾈﾙｷﾞｰ営業部 商品・ｻｰﾋﾞｽ
2465 港区 株式会社モリタホールディングス
2466 港区 ストローマン・ジャパン株式会社
2467 港区 住友電設株式会社
2468 港区 栗原⼯業 株式会社 東京本店
2469 港区 トヨタモビリティ東京株式会社
2470 港区 ⽇⽐⾕総合設備 株式会社東京本店
2471 港区 株式会社ダイトーコーポレーション
2472 港区 株式会社ダイセキ環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ東京本社
2473 港区 京浜装備株式会社
2474 港区 中央新幹線品川駅新設(南⼯区)リニア品川駅ＪＶ⼯事事務所
2475 港区 株式会社みつばコミュニティ
2476 港区 ⽇東⼯機株式会社
2477 港区 ⼆葉産業株式会社
2478 港区 ⾦⼦産業株式会社



2479 港区 リノベシア株式会社
2480 港区 株式会社 森傳
2481 港区 あすかアニマルヘルス株式会社
2482 港区 株式会社ダスキン⽊村
2483 港区 宇賀神電機株式会社
2484 港区 株式会社イチネンＴＡＳＣＯ
2485 港区 ヤナセオートモーティブ株式会社東京⽀店
2486 港区 安全⾃動⾞株式会社
2487 港区 ⽇本興業株式会社
2488 港区 株式会社⻑⾕⼯コーポレーション
2489 港区 株式会社 花正
2490 港区 マリンフード株式会社
2491 港区 株式会社エアコンサービス
2492 港区 トヨタモビリティ東京株式会社三⽥店
2493 港区 森永酪農販売株式会社関東⽀店
2494 港区 綜合警備保障株式会社城南⽀社
2495 港区 グローブシップ 株式会社
2496 港区 サンリーブ株式会社東京事業所
2497 港区 ワタキューセイモア株式会社⾸都圏営業所
2498 港区 トヨタモビリティ東京株式会社港三⽥店
2499 港区 株式会社 ワキタ
2500 港区 ハンファQセルズジャパン株式会
2501 港区 ⽇⼯建設株式会社
2502 港区 佐⿃電機株式会社
2503 港区 ⼤東港運 株式会社
2504 港区 株式会社ティーネットジャパン
2505 港区 ㈱ヤナセグローバルモーターズ東京⽀店
2506 港区 ケーオー産業㈱
2507 港区 川崎地質株式会社
2508 港区 東京電⼒パワーグリッド㈱⼯務部送変電建設センター
2509 港区 ブレインラボ株式会社
2510 港区 コスモシステム株式会社東京本社
2511 港区 理想科学⼯業株式会社⾸都圏ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ営業部
2512 港区 株式会社芝福
2513 港区 ホーコス株式会社東京⽀店
2514 港区 聖徳学園三⽥幼稚園
2515 港区 東京国際埠頭 株式会社
2516 港区 あすか製薬株式会社東⽇本第１統括部
2517 港区 港シビル株式会社
2518 港区 株式会社 海協 リライアンス東京⽀店
2519 港区 株式会社イチネンケミカルズ
2520 港区 株式会社レック
2521 港区 アボットジャパン合同会社ＰＯＣ



2522 港区 株式会社テラオカ
2523 港区 アボットバスキュラージャパン株式会社
2524 港区 株式会社ホタルクス
2525 港区 ⽇伸セフティ株式会社
2526 港区 森永乳業販売株式会社⾸都圏⽀社
2527 港区 東京ガスリックリビング株式会社
2528 港区 東商 株式会社
2529 港区 美和ロック株式会社
2530 港区 株式会社ウォーターテック
2531 港区 株式会社 ⼤野商店
2532 港区 東洋研磨材⼯業株式会社
2533 港区 トラストパーク㈱
2534 港区 東亜⾮破壊検査⼯事株式会社
2535 港区 株式会社 ＵＲコミュニティ東京南住まいセンター
2536 港区 ⼀般社団法⼈ ⽇本⾃動⾞連盟東京⽀部
2537 港区 東電タウンプランニング㈱東京南⽀社
2538 港区 トヨタメトロジック 株式会社
2539 港区 ユタカ⼯機株式会社
2540 港区 株式会社 三井ハイテック東京⽀社
2541 港区 ⽇本通運株式会社 航空事業⽀店
2542 港区 株式会社エム・システム技研
2543 港区 アボットジャパン合同会社ダイアベティスケア事業部
2544 港区 ダイドードリンコ株式会社東京本部
2545 港区 株式会社サンレイ
2546 港区 ＬＥＣＯジャパン合同会社東京本社
2547 港区 東海旅客鉄道株式会社品川電気技術センター
2548 港区 株式会社マルマ
2549 港区 ㈱映像システム
2550 港区 株式会社関電⼯社会ｲﾝﾌﾗ統括本部東京配電⽀社 銀座⼯務所
2551 港区 株式会社エレクトリ
2552 港区 ㈱タツノ
2553 港区 ＩＨＩ運搬機械株式会社東京第⼋サービスセンター
2554 港区 株式会社Ｌｉｖ-ｕｐ
2555 港区 アペックス産業㈱
2556 港区 ＨＰＣシステムズ株式会社
2557 港区 オオバ調査測量㈱
2558 港区 ケーザー・コンプレッサー㈱
2559 港区 株式会社 ⻄原衛⽣⼯業所
2560 港区 株式会社新橋ベーカリー
2561 港区 株式会社 ナックス
2562 港区 ミネベアミツミ 株式会社
2563 港区 株式会社きんでん情報通信⼯事センター
2564 港区 株式会社昭和コーポレーションＥＮＧ部



2565 港区 住友電設 株式会社環境ソリューション事業部
2566 港区 ⽮吹海運株式会社
2567 港区 株式会社 クレステック
2568 港区 ⽇本コンクリート⼯業株式会社
2569 港区 協栄機電株式会社
2570 港区 株式会社昭和コーポレーション東京事業所
2571 港区 株式会社ヤマシタ港営業所
2572 港区 ミライフ株式会社
2573 港区 株式会社ヤナセ 東京⽀店
2574 港区 Stellantisジャパン 株式会社
2575 港区 エイベックス株式会社
2576 港区 株式会社ワカスギ東京営業所
2577 港区 ⻄尾レントオール株式会社通信測機東京営業所
2578 港区 東海旅客鉄道㈱新幹線鉄道事業本部東京保線所
2579 港区 エスエスケイフーズ株式会社東京⽀店
2580 港区 理想科学⼯業 株式会社
2581 港区 宇野重⼯株式会社補修・保全部
2582 港区 ⽇本電算機販売株式会社
2583 港区 株式会社 新陽社
2584 港区 ⽇本電気計器検定所
2585 港区 鈴⽊⾃動⾞株式会社
2586 港区 ⻄尾レントオール株式会社スペース営業部
2587 港区 ⽇本甜菜製糖 株式会社
2588 港区 ＮＯＫ株式会社東京事業所
2589 港区 トーアメック株式会社
2590 港区 塩野義製薬株式会社医療事業品部 東京第⼆営業所
2591 港区 コーンズ・モータース㈱
2592 港区 株式会社東配⼯中央営業所
2593 港区 第⼀設備⼯業 株式会社
2594 港区 アジレント・テクノロジー株式会社
2595 港区 森永製菓株式会社 本社
2596 港区 塩野義製薬株式会社 医療事業部第⼆営業部 東京第四営業所
2597 港区 アスワン株式会社
2598 港区 チャコット株式会社芝浦オフィス
2599 港区 五幸商事株式会社
2600 港区 株式会社いけうち東京⽀店
2601 港区 株式会社ティ・アイ・シー
2602 港区 ユニ・チャーム株式会社
2603 港区 ⻘⽊株式会社
2604 港区 三菱⾃動⾞⼯業 株式会社
2605 港区 東⽇本旅客鉄道株式会社東京⽀社 品川信号技術センター
2606 港区 エースサービス株式会社
2607 港区 三菱オートリース株式会社



2608 港区 株式会社ＴＯＫＡＩ
2609 港区 ㈱ジャパン・リリーフ
2610 港区 株式会社 ペティオ
2611 港区 アイシア株式会社
2612 港区 千代⽥スバック株式会社
2613 港区 三菱⾃動⾞ファイナンス株式会社
2614 港区 株式会社丸三エンジニアリング
2615 港区 ⽇本機械保線 株式会社東京事業所
2616 港区 株式会社サカイ
2617 港区 太陽建機レンタル株式会社関東広域営業部
2618 港区 三菱重⼯冷熱 株式会社
2619 港区 MHIファシリティーサービス㈱
2620 港区 ロイストレーディング株式会社
2621 港区 アイシン株式会社東京事務所
2622 港区 株式会社ノンピ
2623 港区 NECフィールディング 株式会社ﾌｧｼﾘﾃｨ事業部⼯事ｻｰﾋﾞｽ部
2624 港区 株式会社ダイキンアプライドシステムズ
2625 港区 株式会社 淺沼組 東京本店
2626 港区 ボサード㈱
2627 港区 株式会社新⽇本空調サービス東京
2628 港区 ㈱テノックス
2629 港区 キヤノンシステムアンドサポート株式会社
2630 港区 株式会社イチネンパーキング
2631 港区 ヒロセテン株式会社
2632 港区 コニカミノルタジャパン株式会社
2633 港区 株式会社ＯＳＧコーポレーション
2634 港区 株式会社⽇⽐⾕アメニス
2635 港区 三晃⾦属⼯業株式会社東京⽀店
2636 港区 株式会社 バンザイ 東京⽀店
2637 港区 株式会社ティーネットジャパン東京⽀社
2638 港区 アボットバスキュラージャパン㈱
2639 港区 セキスイハイム不動産株式会社東京⽀店 東京東営業所
2640 港区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏⽥町⽀店
2641 港区 株式会社 ホンダカーズ東京中央 港店
2642 港区 ＮＣ⼯基 株式会社
2643 港区 太平洋セメント株式会社東京⽀店
2644 港区 トヨタモビリティ東京株式会社芝浦店
2645 港区 株式会社 アピステ
2646 港区 株式会社ベニレイ
2647 港区 森永乳業株式会社
2648 港区 中央労働⾦庫⽥町⽀店
2649 港区 深⽥⼯業株式会社
2650 港区 丸吉電機株式会社



2651 港区 ⽇本ビソー株式会社
2652 港区 アッヴィ合同会社
2653 港区 株式会社三井住友銀⾏三⽥通⽀店
2654 港区 みなと幼稚園
2655 港区 株式会社宮本⼯業所
2656 港区 関東港業株式会社東京営業所
2657 港区 株式会社キーエンス東京営業所
2658 港区 株式会社 東単
2659 港区 株式会社 エムオーテック
2660 港区 幸裕興業株式会社
2661 港区 株式会社⽴花エレテック東京⽀社
2662 港区 株式会社⻄原環境東京･東北⽀店
2663 港区 株式会社芝浦エデン
2664 港区 株式会社 マグナ
2665 港区 ＴＨＫ 株式会社
2666 港区 オイレス東⽇本販売株式会社
2667 港区 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
2668 港区 サントリー株式会社⾸都圏営業本部 ⽥町オフィス
2669 港区 東ソー・テクノシステム㈱東京サービスステーション
2670 港区 株式会社 コンポーズ・ユニ
2671 港区 株式会社 ノースイ
2672 港区 新聞輸送株式会社
2673 港区 株式会社 広済堂ネクスト
2674 港区 シャープマーケティングジャパン株式会社
2675 港区 シンテイ警備 株式会社芝事務所
2676 港区 住電電業株式会社
2677 港区 アイ・エル・ジャパン株式会社
2678 港区 株式会社 吉藤商店
2679 港区 ⽇本ロード・メンテナンス株式会社 東京営業所
2680 港区 シミック・アッシュフィールド㈱
2681 港区 株式会社シニアライフクリエイト
2682 港区 東⽇本旅客鉄道㈱東京⽀社東京電⾞線技術センター
2683 港区 東⽇本旅客鉄道㈱東京⽀社東京電⾞線技術ｾﾝﾀｰ 品川電⾞線
2684 港区 株式会社トーシン社
2685 港区 ⽮崎総業株式会社
2686 港区 アボットジャパン合同会社ＡＮＩ三⽥
2687 港区 ⽇本郵便 株式会社 ⾼輪郵便局
2688 港区 株式会社ライクス
2689 港区 川本⼯業 株式会社 東京本店
2690 港区 ヒビノ株式会社
2691 港区 株式会社ファミリーマート
2692 港区 シモンズ株式会社
2693 港区 中野冷機株式会社



2694 港区 株式会社 関電⼯
2695 港区 ⽇新商事 株式会社
2696 港区 ⽴川ブラインド⼯業株式会社
2697 港区 NECフィールディング株式会社ﾌｧｼﾘﾃｨ事業部 環境ｴﾈﾙｷﾞｰｻｰﾋﾞｽ部
2698 港区 株式会社 ⽇貿
2699 港区 東ソー㈱
2700 港区 シュナイダーエレクトリックホールディングス 株式会社
2701 港区 ＴＨＫインテックス 株式会社
2702 港区 ショーワグローブ 株式会社
2703 港区 ⼆葉興産株式会社
2704 港区 警視庁三⽥警察署
2705 港区 アスクトランスポート株式会社
2706 港区 みのり監査法⼈
2707 港区 トヨタモビリティ東京株式会社⻁ノ⾨店
2708 港区 株式会社ジャパン・リリーフ
2709 港区 プリネット株式会社
2710 港区 ネクシオン 株式会社
2711 港区 新明和⼯業株式会社パーキングシステム事業部
2712 港区 ⽇成ビルド⼯業⾸都ブロック
2713 港区 東京都下⽔道サービス株式会社港事業所
2714 港区 株式会社⻄原ネオ
2715 港区 昭和情報プロセス株式会社
2716 港区 東京港港湾運送事業協同組合
2717 港区 株式会社トヨテック
2718 港区 海外事業株式会社
2719 港区 森永乳業販売株式会社業務部
2720 港区 サンスター株式会社
2721 港区 サントリー株式会社関東・甲信越営業本部
2722 港区 株式会社フジナミ
2723 港区 トヨタ⾃動⾞株式会社芝浦分室
2724 港区 株式会社 ワーク・メイツ
2725 港区 ＮＴＴデータカスタマサービス㈱東京中央営業所
2726 港区 清⽔⾷品株式会社 東京⽀店
2727 港区 株式会社ナカムラロジスティクス
2728 港区 ⼭信⾦属⼯業株式会社
2729 港区 株式会社ニチフ東部営業本部
2730 港区 三井住友信託銀⾏ 株式会社芝営業部
2731 港区 株式会社 キーエンスメトロロジ事業部東京営業所
2732 港区 東京ガスリビングアドバンス株式会社
2733 港区 カタギ⾷品 株式会社 東京⽀店
2734 港区 プライミクス株式会社
2735 港区 サンリーブ株式会社関東酒類事業所
2736 港区 サントリーフーズ株式会社⾸都圏営業本部



2737 港区 東海海運株式会社
2738 港区 サンスター技研株式会社
2739 港区 TMプロサービス株式会社
2740 港区 株式会社ローソン南関東エリアサポート部
2741 港区 メイラ株式会社東京営業所 営業第⼀Ｇｒ
2742 港区 東京総合ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
2743 港区 清⽔建材⼯業株式会社
2744 港区 株式会社上組 東京⽀店営業部・通関部
2745 港区 協和テクノロジィズ株式会社
2746 港区 株式会社サンワドーロ
2747 港区 ⽇本ウエイン株式会社東京⽀店
2748 港区 ⽇本ボールドウィン株式会社
2749 港区 株式会社ヤスダワークス安全管理部
2750 港区 エイベックス・マネジメント株式会社
2751 港区 キーコーヒー株式会社東京第⼀⽀社
2752 港区 GPSSホールディングス株式会社
2753 港区 株式会社東⽇本トランスポート本社
2754 港区 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社
2755 港区 テイケイ株式会社埋⽴地 派遣隊
2756 港区 伊岳商事株式会社
2757 港区 伊岳商事株式会社⼋潮流通センター
2758 港区 パナメディカル株式会社
2759 港区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ芝浦センター
2760 港区 京セラコミュニケーションシステム株式会社
2761 港区 株式会社アマイ Ｈ・Ｒ事業部
2762 港区 動栄⼯業株式会社
2763 港区 ⽇⽐⾕総合設備株式会社
2764 港区 合同会社藤城⼯業
2765 港区 株式会社エイエイビー東京⽀店
2766 港区 株式会社タチカワ 東京⽀店
2767 港区 株式会社河本総合防災東京⽀社
2768 港区 株式会社アイスター
2769 港区 ⾏政書⼠法⼈ 髙橋事務所
2770 港区 株式会社 東芝
2771 港区 株式会社ハタノシステム安全管理担当
2772 港区 株式会社関電⼯安全環境本部・安全部
2773 港区 株式会社 ⼩輝⽇⽂
2774 港区 ⽇本セーフティー株式会社
2775 港区 アボットジャパン合同会社ダイベティスケア事業部
2776 港区 ⽇産⾃動⾞販売㈱三⽥⾼輪店
2777 港区 福⻄電機株式会社東京オフィス
2778 港区 ヤマト電機株式会社みなと営業所
2779 港区 Ｉ・Ｔ・О 株式会社東京⽀店



2780 港区 株式会社 ジェイ・エム・エス東京営業所
2781 港区 深⽥サルベージ建設（株）東京⽀社
2782 港区 株式会社菱熱東京⽀社
2783 港区 鉄建建設株式会社 東京鉄道⽀店品川駅作業所
2784 港区 三菱商事テクノス株式会社
2785 港区 塩野義製薬株式会社 医薬事業本部 第⼆営業部
2786 港区 塩野義製薬株式会社医薬事業部 第⼆営業部
2787 港区 ⽇本国際輸送株式会社東京⽀店
2788 港区 株式会社ファミリーマート
2789 港区 港三菱⾃動⾞販売 株式会社
2790 港区 塩野義製薬株式会社医療事業本部 第⼆営業部
2791 港区 ケイヒン株式会社
2792 港区 株式会社サファリゲームズ
2793 港区 ブレクス株式会社
2794 港区 株式会社LSIメディエンス
2795 港区 株式会社 太洋マリーン
2796 港区 株式会社 ゴール 東京⽀店
2797 港区 東蓄⼯業株式会社
2798 港区 ⽇産⾃動⾞販売株式会社本社別館
2799 港区 ソニーカスタマーサービス㈱ｿﾆｰｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ東京中央
2800 港区 安⽥倉庫株式会社
2801 港区 ⼭⼀化⼯ 株式会社東京営業所
2802 港区 三菱電機システムサービス株式会社 ⾸都圏第２⽀社
2803 港区 横浜倉庫 株式会社
2804 港区 株式会社電巧社
2805 港区 有限会社 湖北興業
2806 港区 ニュートヨオート株式会社芝浦店
2807 港区 東京倉庫運輸 株式会社
2808 港区 東運ウェアハウス 株式会社
2809 港区 株式会社IHIインフラシステム東京事業所
2810 港区 ⼀般財団法⼈東京港湾福利厚⽣協会
2811 港区 富⼠港運株式会社芝浦営業所
2812 港区 株式会社オンワード樫⼭
2813 港区 株式会社 ハーベックス
2814 港区 株式会社 ヤグチ
2815 港区 栗林運輸 株式会社
2816 港区 株式会社 ヨコウン
2817 港区 ⼀般社団法⼈全⽇検東京⽀部
2818 港区 アクロストランスポート株式会社
2819 港区 ⽇産⾃動⾞販売 株式会社
2820 港区 株式会社 紀⽂⾷品
2821 港区 東京シップサービス 株式会社
2822 港区 株式会社 ⼤⽇警 東京⽀店



2823 港区 相東運輸株式会社芝浦営業所
2824 港区 東港サービス株式会社
2825 港区 アボットジャパン合同会社コーポレートサービス部
2826 港区 アボットジャパン合同会社ＡＤＣ関東
2827 港区 アボットジャパン合同会社ＦＳＥ東⽇本第２
2828 港区 アボットジャパン合同会社ＦＳＥ中⽇本第１
2829 港区 アボットジャパン合同会社ＣＲＤｘ神奈川⽀店
2830 港区 アボットジャパン合同会社ＣＲＤｘ東京⽀店
2831 港区 アボットジャパン合同会社ＣＲＤｘﾅｼｮﾅﾙｱｶｳﾝﾄ営業本部
2832 港区 東京都東京港建設事務所
2833 港区 株式会社トロナジャパン
2834 港区 ロシュＤＣジャパン株式会社
2835 港区 ヒビノ（株）
2836 港区 ⾦剛株式会社東京⽀店
2837 港区 （株）トヨタエンタプライズアテンダント事業部ﾚｸｻｽ事業室
2838 港区 株式会社ココスジャパン
2839 港区 株式会社 ダンロップスポ−ツエンタープライズ
2840 港区 キャノンシステムアンドサポート株式会社
2841 港区 ⼤塚製薬株式会社
2842 港区 株式会社 ⽇本サーモエナー
2843 港区 エム・シー・ヘルスケア株式会社東京営業所
2844 港区 前⽥道路（株）東京⽀店
2845 港区 株式会社 ⼤林組
2846 港区 ⼤東建託株式会社不動産流通開発東京⽀店
2847 港区 （株）ヤマプラス
2848 港区 （株）テクトロニクス＆フルーク
2849 港区 株式会社ゼンショーホールディングス
2850 港区 株式会社 ⼤三洋⾏
2851 港区 （株）三菱ＵＦＪ銀⾏品川駅前⽀店
2852 港区 東京海上⽇動⽕災保険株式会社東京中央⽀店
2853 港区 東⽇本旅客鉄道（株）品川保線技術センター
2854 港区 コクヨ株式会社
2855 港区 フジテック株式会社
2856 港区 ナカヨ電⼦サービス株式会社
2857 港区 東京都東京港管理事務所
2858 港区 株式会社ピアセラボ東京営業部
2859 港区 東鉄⼯業株式会社東京線路⽀店 品川⼯事所
2860 港区 ⻄⼭電気（株）
2861 港区 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
2862 港区 東京⼭川産業（株）
2863 港区 株式会社椿本チエイン東京⽀社
2864 港区 みなとリサイクル清掃事務所
2865 港区 株式会社近鉄・都ホテルズシェラトン都ホテル東京



2866 港区 タキロンシーアイ株式会社
2867 港区 株式会社フィリップス・ジャパン
2868 港区 株式会社ビルドシステム
2869 港区 キャロウェイゴルフ株式会社
2870 港区 三徳部品（株）
2871 港区 株式会社 アルファ東京⽀店
2872 港区 ⽇本オーチス・エレベーター株式会社 ⾸都圏⽀店城南営業所
2873 港区 ヤマトプロテック（株）
2874 港区 東芝テックソリューションサービス株式会社
2875 港区 ソニー株式会社
2876 港区 ⽠⽣製作株式会社東京営業所
2877 港区 碌々産業（株）
2878 港区 カラキヤ洗染（株）
2879 港区 株式会社⽯松組
2880 港区 レンゴー（株）東京本社
2881 港区 味の素冷凍⾷品株式会社国内統括営業部
2882 港区 ⽇本総合サービス株式会社東京⽀店
2883 港区 オイレス⼯業株式会社
2884 港区 株式会社 両⾓ジャム製造所
2885 港区 ⽇本特殊陶業株式会社東京営業所
2886 港区 レンゴーペーパービジネス株式会社
2887 港区 菅原電気（株）東京⽀店
2888 港区 （株）シマヤ東京⽀店
2889 港区 （株）⼩⽷製作所
2890 港区 東洋⽔産（株）
2891 港区 朝⽇インテックＪセールス（株）（関東Ⅱ）
2892 港区 株式会社プリンスホテルグランドプリンスホテル⾼輪
2893 港区 東鉄⼯業（株）品川出張所
2894 港区 株式会社ＮＴＮセールスジャパン
2895 港区 朝⽇インテックＪセールス（株）（関東Ⅰ）
2896 港区 三和機材株式会社
2897 港区 豊通オフィスサービス株式会社
2898 港区 東京都下⽔道局第⼆基幹施設再構築事務所
2899 港区 サクサ株式会社
2900 港区 萩原バルブ⼯業（株）
2901 港区 ⽩⾦⼯業（株）
2902 港区 株式会社コシダテック
2903 港区 朝⽇インテックＪセールス（株）（本社）
2904 港区 ナガノサイエンス株式会社東京⽀店
2905 港区 株式会社エアコンサービス
2906 港区 ㈱ジェイヂイコーポレーション
2907 港区 スターゼン株式会社ＦＳ統括部
2908 港区 オムロン株式会社



2909 港区 株式会社オーイーシー
2910 港区 トヨタモビリティ東京株式会社⽩⾦店
2911 港区 ⽇本磨料⼯業（株）
2912 港区 スターゼン株式会社
2913 港区 東京都下⽔道局芝浦⽔再⽣センター
2914 港区 株式会社栗本鉄⼯所東京⽀社
2915 港区 警視庁⾼輪警察署
2916 港区 株式会社 ⽇本ＨＰ
2917 港区 三浦⼯業（株）東京⽀店
2918 港区 （株）NTT東⽇本−南関東
2919 港区 ⽇産⾃動⾞販売株式会社⽩⾦店
2920 港区 株式会社イー・エキップ
2921 港区 野⾥電気⼯業株式会社東京事業本部
2922 港区 （株）⼆葉
2923 港区 住友林業ホームサービス株式会社城南⽀店
2924 港区 株式会社⽇新⼯営 東京⽀店
2925 港区 パンドウイットコーポレーション⽇本⽀社
2926 港区 グリコ栄養⾷品株式会社
2927 港区 徳倉建設株式会社 東京⽀店
2928 港区 東京消防庁⾼輪消防署
2929 港区 （株）ダンロップスポーツマーケティング
2930 港区 株式会社ビッグボーイジャパン
2931 港区 森永乳業株式会社⾸都圏⽀社
2932 港区 タキロンマテックス株式会社
2933 港区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス⾼輪
2934 港区 帝商株式会社
2935 港区 芝浦鋼材株式会社 営業部
2936 港区 株式会社エイジェック品川オフィス
2937 港区 東京都下⽔道サービス株式会社
2938 港区 ＮＴＮ株式会社関東⾃動⾞⽀社
2939 港区 ⼩倉ホ−ルディングス（株）港南配送センタ−
2940 港区 京和⼯業株式会社
2941 港区 株式会社 伊藤園港⽀店
2942 港区 味の素株式会社東京⽀社
2943 港区 ツバキ⼭久チエイン（株）
2944 港区 株式会社ドウシシャ
2945 港区 （株）⼋芳園
2946 港区 ＮＴＮ株式会社東京⽀社
2947 港区 株式会社牧野総本店
2948 港区 タマホーム株式会社
2949 港区 ダイキンＨＶＡＣソリューション東京株式会社
2950 港区 キャノンプロダクションプリンティングシステムズ（株）
2951 港区 マルホ株式会社 城南営業所



2952 港区 岡三リビック株式会社
2953 港区 株式会社⼭善 東京⽀社
2954 港区 天理教本芝⼤教会
2955 港区 荻原舞台美術（株）
2956 港区 パナソニックＦＳエンジニアリング㈱東部⽀店
2957 港区 ⽇本サムスン株式会社
2958 港区 ピーロート・ジャパン（株）
2959 港区 江崎グリコ株式会社
2960 港区 株式会社 なか卯
2961 港区 フェイスメディカル株式会社
2962 港区 芝浦シヤリング（株）
2963 港区 株式会社ヤマハミュージックジャパン
2964 港区 パナソニック環境エンジニアリング株式会社 東⽇本⽀店
2965 港区 栗本商事株式会社東京⽀店
2966 港区 エム・シーシー⾷品株式会社
2967 港区 ダンロップタイヤ中央株式会社
2968 港区 損害保険ジャパン株式会社南東京⽀店 品川⽀社
2969 港区 株式会社ケンコー
2970 港区 ⽇本トムソン株式会社
2971 港区 タキロンシーアイシビル株式会社
2972 港区 宇部建設資材販売株式会社
2973 港区 ㈱華屋与兵衛
2974 港区 ⽇⽴⾦属株式会社
2975 港区 ⽇東電⼯株式会社
2976 港区 ⽇本メドトロニック㈱東京⽀店
2977 港区 メドトロニックソファモアダネック㈱
2978 港区 株式会社カシワバラ・コーポレーション
2979 港区 株式会社 ワイズギア営業部 東京営業所
2980 港区 コヴィディエンジャパン株式会社品川本社
2981 港区 豊通ケミプラス株式会社
2982 港区 東京海上⽇動⽕災保険株式会社東京⾃動⾞営業第⼀部
2983 港区 ⽮崎エナジーシステム㈱東京⽀店
2984 港区 ㈱レンタルのニッケン東京鉄道営業所
2985 港区 ⽇本フルハーフ株式会社
2986 港区 株式会社 酒悦
2987 港区 シーアイマテックス株式会社
2988 港区 キャノンクリエーション株式会社
2989 港区 旭紙業株式会社
2990 港区 株式会社藤商店東京営業所
2991 港区 三五商事株式会社
2992 港区 ダイセル物流株式会社東京営業本部
2993 港区 株式会社カシワバラ・グラウンド
2994 港区 株式会社スカイプロオフィスmercedes me@ Shinagawa Prince



2995 港区 株式会社デンソーウェーブ東京⽀社
2996 港区 中⽇コプロ東京株式会社
2997 港区 ⽯井⼯機株式会社
2998 港区 株式会社フィリップス・ジャパン⼈事本部
2999 港区 ハウス⾷品株式会社
3000 港区 ⼄川畜産⾷品株式会社
3001 港区 品川駅北⼝施設整備⼯事共同企業体 鉄建建設（株）東京鉄道⽀店
3002 港区 ＪＦＥ建材株式会社
3003 港区 太陽スポーツ施設株式会社
3004 港区 株式会社ユピテル
3005 港区 宗教法⼈ 東⽅之光関東地区本部
3006 港区 株式会社 佐藤渡辺
3007 港区 株式会社⽔⾕
3008 港区 京浜株式会社
3009 港区 クーパービジョン・ジャパン（株）広域営業部東京エリア
3010 港区 マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
3011 港区 富⼠グローバルグラフィックシステムズ株式会社
3012 港区 第⼀三共株式会社港営業所
3013 港区 株式会社ハウフルス
3014 港区 株式会社テレビ朝⽇
3015 港区 株式会社タカマコンペティションプロダクト
3016 港区 東京ベッド株式会社
3017 港区 株式会社クレアスライフ
3018 港区 株式会社 MobilityTechnologies
3019 港区 医療法⼈財団厚⽣会
3020 港区 株式会社梅垣組
3021 港区 富⼠フイルムメディカル株式会社
3022 港区 株式会社泉⽔舎
3023 港区 株式会社⽇⽐⾕花壇
3024 港区 株式会社⻑⾨屋商店
3025 港区 霊友会
3026 港区 株式会社 ストリームメディアコーポレーション
3027 港区 株式会社 東京リースコーポレーション
3028 港区 株式会社信陽
3029 港区 公益社団法⼈シルバー⼈材センタ
3030 港区 眞露株式会社
3031 港区 東京消防庁⿇布消防署
3032 港区 東京ガスパイプネットワーク株式会社南部導管ネットワークセ
3033 港区 株式会社野⽥岩
3034 港区 株式会社エグゼクティブプロテクション
3035 港区 株式会社 LifeGate
3036 港区 株式会社 ⽩洋舎 ⿇布営業所
3037 港区 株式会社pdc



3038 港区 株式会社ＧＡ technologies
3039 港区 北⽃商事株式会社
3040 港区 藤原鋼材株式会社
3041 港区 （株）ジーピーエー
3042 港区 株式会社優雅堂
3043 港区 株式会社研⾳
3044 港区 クーパービジョン・ジャパン株式会社
3045 港区 株式会社鈴⽊⼯務店
3046 港区 有限会社 ナポインターナショナルカンパニー
3047 港区 ⽇進畜産⼯業株式会社
3048 港区 メルセデスミー東京
3049 港区 株式会社エフ・エム・アイ
3050 港区 株式会社アイザック 東京⽀店
3051 港区 クーパービジョン・ジャパン（株）広域営業部関東甲信越エリア
3052 港区 株式会社善波
3053 港区 株式会社オキセ 六本⽊営業所
3054 港区 ＩＨＩ運搬機械株式会社東京第⼆サービスセンター
3055 港区 須藤建設株式会社
3056 港区 株式会社ドｳサイエンス
3057 港区 株式会社マツイ
3058 港区 ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ商事合同会社ｼｶﾞｰ&ｼｶﾞﾚｯﾄ事業本部
3059 港区 メルセデス・ベンツ⽇本(株）メルセデスミー東京
3060 港区 原⼦⼒規制委員会原⼦⼒規制庁
3061 港区 ボロネーゼ株式会社ランボルギーニ⿇布
3062 港区 庄司電機株式会社
3063 港区 マクラーレン⿇布
3064 港区 株式会社クープ
3065 港区 株式会社レザーアート
3066 港区 有限会社富強⾷品
3067 港区 株式会社ＣＴＩＳ
3068 港区 株式会社ABEMOTORS
3069 港区 ⽇平機器株式会社
3070 港区 ナショナル物産株式会社ビデオグラフ事業部
3071 港区 （株）インターナショナルスクール
3072 港区 株式会社永坂更科布屋太兵衛
3073 港区 株式会社アクティオ⿇布営業所
3074 港区 東京ガスネットワーク株式会社
3075 港区 東京ガスネットワーク株式会社中央ガスライト２４
3076 港区 東通産業株式会社管理本部
3077 港区 株式会社⼀徳商会
3078 港区 株式会社フジマック東京⽀店サービス部
3079 港区 理研化学商事株式会社
3080 港区 株式会社荒⽊



3081 港区 トヨタモビリティパーツ株式会社
3082 港区 警視庁⿇布警察署
3083 港区 郡産業株式会社
3084 港区 共栄⽔産株式会社
3085 港区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏⿇布⽀店
3086 港区 象印マホービン株式会社東京⽀店
3087 港区 永興電機⼯業株式会社
3088 港区 東亜道路⼯業株式会社関東⽀社
3089 港区 株式会社東亜利根ボーリング
3090 港区 株式会社 平⼯業所
3091 港区 株式会社 コマデン
3092 港区 ナショナル物産株式会社
3093 港区 株式会社ケン・コーポレーション
3094 港区 株式会社イイダ
3095 港区 株式会社テレビ朝⽇サービス
3096 港区 株式会社⼊⼭商店
3097 港区 ⾸都⾼パトロール株式会社
3098 港区 学校法⼈⿇布⼭幼稚園
3099 港区 株式会社アベルコ
3100 港区 テクノプロ・ホールディングス㈱
3101 港区 森ビル株式会社
3102 港区 社会福祉法⼈洛和福祉会
3103 港区 プラザホームズ株式会社
3104 港区 株式会社テレビ東京
3105 港区 ダイナメディックジャパン株式会社
3106 港区 ボーズ合同会社
3107 港区 株式会社ユアー・パーキング
3108 港区 積⽔ハウス（株）東京⽀店
3109 港区 株式会社ＴＢＳテレビ
3110 港区 ⽇本ファシリオ㈱東京本店
3111 港区 ユニ⽯油 株式会社
3112 港区 株式会社 星光商会
3113 港区 積⽔ハウス株式会社東京南⽀店
3114 港区 笹島建設株式会社
3115 港区 宗教法⼈神霊教
3116 港区 タカラベルモント株式会社
3117 港区 皇宮警察本部⾚坂護衛署
3118 港区 株式会社⽩洋舍東京北⽀店溜池営業所
3119 港区 伊藤忠⾷品㈱
3120 港区 ⽣駒硝⼦（株）
3121 港区 株式会社 ガモウ
3122 港区 株式会社 シーアールイー
3123 港区 ⾳⽻産業株式会社



3124 港区 ⽇本郵便株式会社⾚坂郵便局
3125 港区 株式会社 ジュピターコーポレー
3126 港区 ＭＢＳ株式会社
3127 港区 国際⾃動⾞株式会社
3128 港区 ドミノピザ⾚坂店
3129 港区 サンヨー⾷品販売株式会社
3130 港区 ギグワークスアドバリュー㈱ニュービジネス推進部
3131 港区 株式会社 東京スター
3132 港区 株式会社丸井⼯⽂社
3133 港区 株式会社東北新社
3134 港区 オリックス保険コンサルティング株式会社東京⽀社
3135 港区 エランコジャパン株式会社
3136 港区 株式会社 ユニマットライフ
3137 港区 インテュイティブサージカル合同会社
3138 港区 株式会社 オークネット
3139 港区 株式会社ナックイメージテクノロジー
3140 港区 住友電⼯ツールネット（株）
3141 港区 株式会社フォーシーズ
3142 港区 株式会社ホテルオークラ東京
3143 港区 （株）ユニマットライフ
3144 港区 住友電気⼯業株式会社
3145 港区 （株）博報堂
3146 港区 株式会社 極洋東京⽀社
3147 港区 株式会社 極洋本社
3148 港区 株式会社商船三井
3149 港区 株式会社ガモウ本社
3150 港区 エコロシティ株式会社
3151 港区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス⻘⼭
3152 港区 佐藤製薬株式会社
3153 港区 ＧＥヘルスケアファーマ㈱
3154 港区 タカラスペースデザイン（株）
3155 港区 株式会社ｴｸｾﾚﾝｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙポルシェセンター⻘⼭
3156 港区 株式会社アップサイド
3157 港区 宮内庁管理部⾞⾺課⾃動⾞班
3158 港区 ニコル・オートモビルズ合同会社
3159 港区 株式会社カナイ
3160 港区 株式会社⼤本組東京⽀店
3161 港区 株式会社 メディック メディア
3162 港区 ⽇昭電気株式会社
3163 港区 株式会社花茂本店
3164 港区 株式会社カネカメディック
3165 港区 富⼠フイルム株式会社
3166 港区 シーカ・ハマタイト販売株式会社



3167 港区 株式会社 ヤクルト球団
3168 港区 株式会社三共消毒⻘⼭営業所
3169 港区 明治安⽥⽣命保険相互会社広域組織法⼈部
3170 港区 中国銀⾏ 東京⽀店
3171 港区 （株）ジャニーズ事務所
3172 港区 アグロカネショウ株式会社
3173 港区 （株）猪瀬商店
3174 港区 社会福祉法⼈東京聖労院特別養護⽼⼈ホームサンサン⾚坂
3175 港区 グラクソ・スミスクライン㈱
3176 港区 Integra Japan(株)
3177 港区 ビオメリュー・ジャパン(株)
3178 港区 オルガノン株式会社
3179 港区 トーヨーキッチンアンドリビング株式会社東京⽀店
3180 港区 株式会社 三井住友銀⾏⻘⼭法⼈営業部
3181 港区 株式会社TBSｱｸﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ本部映像ｾﾝﾀｰENG配信部
3182 港区 綜合警備保障株式会社
3183 港区 （株）クーバー・コーチング・ジャパン
3184 港区 常盤薬品⼯業株式会社
3185 港区 宮内庁管理部⾞⾺課上皇職配⾞係
3186 港区 (株)きらぼし銀⾏経営企画部
3187 港区 (株)きらぼし銀⾏本店営業部
3188 港区 株式会社 ダイフレックス
3189 港区 ⽇本宅配システム株式會社
3190 港区 アヴェダサービス株式会社
3191 港区 Stellantisジャパン販売株式会社DS STORE TOKYO
3192 港区 株式会社 安藤商店
3193 港区 株式会社⼩松製作所
3194 港区 株式会社ブルーノート・ジャパン
3195 港区 テーブルランド株式会社
3196 港区 株式会社 ナビタイムジャパン
3197 港区 ⿅島建設株式会社総務⼈事部
3198 港区 株式会社TNNホールディングス
3199 港区 南陽オモビト株式会社
3200 港区 株式会社オスカープロモーション
3201 港区 ゲイドン株式会社ｱｽﾄﾝﾏｰﾃｨﾝ東京ｼｮｰﾙｰﾑ
3202 港区 東京消防庁 ⾚坂消防署
3203 港区 アクシネット ジャパン インク
3204 港区 株式会社鎌倉製作所
3205 港区 ⽇本ベクトン・デッキンソン㈱
3206 港区 ⾚坂警察署
3207 港区 明治記念館
3208 港区 株式会社明治記念館C＆S
3209 港区 第⼀法規株式会社



3210 港区 ⽇鉄興和不動産株式会社
3211 港区 有限会社第⼀社
3212 港区 聖パウロ⼥⼦修道会
3213 港区 株式会社⼟橋園
3214 港区 株式会社四⽅
3215 港区 ケミカルグラウト株式会社
3216 港区 株式会社アイビー化粧品
3217 港区 かたばみ興業株式会社
3218 港区 本⽥技研⼯業株式会社
3219 港区 株式会社ＴＦＤコーポレーション
3220 港区 ザ・ホテリエ・グループ⾚坂㈱
3221 港区 ⽇本グッドイヤー株式会社
3222 港区 株式会社 スリープセレクト
3223 港区 ⼋洲貿易株式会社
3224 港区 トーテクシステム(有)
3225 港区 コーニングジャパン株式会社
3226 港区 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
3227 港区 サントリービバレッジソリューション（株） 港南⽀店
3228 港区 株式会社ヨドバシカメラ
3229 港区 ⼀般財団法⼈関東電気保安協会東京南事業本部 芝浦事業所
3230 港区 サントリーホールディングス株式会社
3231 港区 株式会社ティーポールサービス⾸都圏営業所
3232 港区 東京定温冷蔵株式会社
3233 港区 ⽣活共同組合パルシステム東京港センター
3234 港区 株式会社 ジャパンビバレッジ港主管⽀店
3235 港区 株式会社ハーブスグローイング
3236 港区 株式会社ナック クリクラ品川営業所
3237 港区 株式会社 フジテレビジョン
3238 港区 ⽇本コムシス(株)東京南事業所
3239 港区 コムシスモバイル株式会社東京TS
3240 港区 明和電設株式会社港南⼯場センタ
3241 港区 ⼀般財団法⼈関東電気保安協会東京南事業本部 港南事業所
3242 港区 株式会社どき
3243 港区 ⽇本コムシス㈱社会基盤事業本部港南テクノステーション
3244 港区 コムシスエンジニアリング株式会社
3245 港区 東京エスオーシー（株）芝浦⼯場
3246 港区 栗林運輸株式会社業務本部 港運部
3247 港区 株式会社ＡＢＥＭＯＴＯＲＳ
3248 港区 ユイコムネットワークス株式会社
3249 港区 東京出⼊国在留管理局
3250 港区 ⽇本通運株式会社
3251 新宿区 警視庁 （他10）
3262 新宿区 ラグジュブルー東京運転代⾏



3263 新宿区 バリュープロポジション代⾏
3264 新宿区 ⽇本運転代⾏連盟株式会社
3265 新宿区 東京すぐ代⾏
3266 新宿区 プレミアム代⾏
3267 新宿区 now24東京運転代⾏
3268 新宿区 バリュープロポジション
3269 新宿区 合同会社東京運転代⾏連合
3270 新宿区 合同会社WAVE
3271 新宿区 株式会社ヨドバシカメラ⽬⿊拠点
3272 新宿区 三晃印刷㈱
3273 新宿区 酒井医療株式会社 東京営業所
3274 新宿区 株式会社 ニチベイ
3275 新宿区 興和ビルメンテナンス株式会社
3276 新宿区 タリーズコーヒージャパン株式会社
3277 新宿区 加藤製本㈱
3278 新宿区 カネカ⾷品株式会社
3279 新宿区 株式会社ファジー・アド・オフィス
3280 新宿区 稲垣機材株式会社新宿営業所
3281 新宿区 ㈱つくば商事
3282 新宿区 株式会社⼋洋 法⼈営業部
3283 新宿区 株式会社 旺⽂社
3284 新宿区 持⽥製薬㈱ 東京⽀店
3285 新宿区 スカイサービス 株式会社
3286 新宿区 ㈱マクビーカタガイ
3287 新宿区 警視庁⽜込警察署
3288 新宿区 ㈱熊⾕組
3289 新宿区 株式会社エージェント
3290 新宿区 株式会社ツクイ新宿夏⽬坂
3291 新宿区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ 新宿センター
3292 新宿区 陸上⾃衛隊中央会計隊
3293 新宿区 ㈱朝倉書店
3294 新宿区 Ｄ・ＴＥＣ 株式会社
3295 新宿区 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
3296 新宿区 ゼブラ株式会社
3297 新宿区 株式会社 ⼋洋 （本社）
3298 新宿区 株式会社 扇屋東⽇本
3299 新宿区 スカイコート賃貸センター(株)
3300 新宿区 ㈱東⾐装店
3301 新宿区 株式会社エルメックス
3302 新宿区 ㈱モリサワ東京本社
3303 新宿区 明和物産株式会社明治おいしい⽜乳センター神楽坂
3304 新宿区 株式会社 バーンリペア
3305 新宿区 ⼤⽇本印刷㈱ 包装事業部



3306 新宿区 株式会社スマートリンク
3307 新宿区 ニチバン株式会社東⽇本営業管理部
3308 新宿区 萬世興業㈱
3309 新宿区 株式会社ガイアート関東⽀店
3310 新宿区 エムエス機器株式会社
3311 新宿区 ｲﾀﾊﾞｼ(株)
3312 新宿区 株式会社ルームズ
3313 新宿区 (株)ボナファイド
3314 新宿区 ㈱ダイヤ商会
3315 新宿区 株式会社熊⾕組管理本部
3316 新宿区 株式会社 タイトー関東営業所
3317 新宿区 スケーター株式会社東京営業所
3318 新宿区 ⼀般社団法⼈東京防災設備保守協会
3319 新宿区 ⼭下コーヒー㈱
3320 新宿区 わらべや⽇洋⾷品株式会社
3321 新宿区 株式会社⼋洋新宿営業所
3322 新宿区 株式会社 サイキ
3323 新宿区 株式会社フジシン
3324 新宿区 株式会社クロステレビビジョン
3325 新宿区 株式会社 熊⾕組 ⾸都圏⽀店
3326 新宿区 株式会社加賀⽥組東京⽀店
3327 新宿区 ⼤⽇本印刷㈱
3328 新宿区 京都電⼦⼯業株式会社
3329 新宿区 ㈱偕成社
3330 新宿区 株式会社⽇本エム・ディ・エム北関東営業所
3331 新宿区 ⼩宮⼭印刷⼯業株式会社
3332 新宿区 ㈱⽇本エム・ディ・エム横浜営業所
3333 新宿区 株式会社 ⽥中孝商店
3334 新宿区 株式会社プロサス
3335 新宿区 社会福祉法⼈ 三篠会⾼齢者福祉施設神楽坂
3336 新宿区 名糖運輸株式会社
3337 新宿区 株式会社⽇本エム・ディ・エム東京第⼀営業所
3338 新宿区 ㈱新潮社
3339 新宿区 株式会社⽇本エム・ディ・エム東京第⼆営業所
3340 新宿区 持⽥ヘルスケア㈱
3341 新宿区 株式会社 岩⽥電気⼯業所
3342 新宿区 株式会社ヒューテックノオリン
3343 新宿区 株式会社⽇本エム・ディ・エム埼⽟営業所
3344 新宿区 ⼤同紙販売株式会社
3345 新宿区 冨⼠電装株式会社
3346 新宿区 アーガス⼯業株式会社
3347 新宿区 ⼀電機株式会社
3348 新宿区 ＡＲＣ株式会社 東京営業所



3349 新宿区 ㈱渡辺富⼯務店
3350 新宿区 グローバル電⼦株式会社
3351 新宿区 建研⼯業株式会社
3352 新宿区 内閣衛星情報センター
3353 新宿区 株式会社 陶陶酒本舗
3354 新宿区 公益財団法⼈ 献⾎供給事業団
3355 新宿区 株式会社スタッフドゥ
3356 新宿区 株式会社 ダスキンほづみ
3357 新宿区 ⽊原造林株式会社
3358 新宿区 株式会社⼩泉中央広域特販営業所
3359 新宿区 東京都⾚⼗字⾎液センター
3360 新宿区 ㈱経済法令研究会
3361 新宿区 ライフスマイルジャパン株式会社
3362 新宿区 株式会社トーハン
3363 新宿区 江⼝孔版㈱
3364 新宿区 こだま印刷株式会社飯⽥橋本社
3365 新宿区 エルテック株式会社サポートオフィス
3366 新宿区 セコム株式会社テクノ事業本部 東京⽀店
3367 新宿区 ホームネットカーズ株式会社
3368 新宿区 ㈱誠晃印刷
3369 新宿区 株式会社 旭創業
3370 新宿区 芝⼯業㈱
3371 新宿区 サンワード貿易㈱
3372 新宿区 株式会社 アラム・テック
3373 新宿区 株式会社 ハナミ
3374 新宿区 ⼤⽇本印刷株式会社情報イノベーション事業部
3375 新宿区 株式会社ケースリー
3376 新宿区 Ｓ・ＴＥＣ株式会社
3377 新宿区 株式会社⼤橋洋紙店
3378 新宿区 新⽇本印刷㈱
3379 新宿区 株式会社 マリオン
3380 新宿区 富⼠防災警備株式会社
3381 新宿区 ニッタ化⼯品株式会社東京⽀社
3382 新宿区 ㈱花の企画社
3383 新宿区 ⽇本郵便株式会社⽜込郵便局
3384 新宿区 株式会社 明商
3385 新宿区 東京消防庁⽜込消防署
3386 新宿区 前⽥印刷㈱東京⽀店
3387 新宿区 協⽴機電⼯業㈱
3388 新宿区 ㈱⽇本エム・ディ・エム⼈事総務部
3389 新宿区 ⽇章通信建設株式会社
3390 新宿区 株式会社太陽堂成晃社
3391 新宿区 ㈱享有堂印刷所



3392 新宿区 防衛装備庁
3393 新宿区 防衛省統合幕僚監部総務部総務課
3394 新宿区 防衛省情報本部
3395 新宿区 ⾃衛隊東京地⽅協⼒本部
3396 新宿区 ⼭本商会株式会社東京⽀店新宿営業所
3397 新宿区 防衛省⼤⾂官房会計課
3398 新宿区 海上⾃衛隊 東京業務隊
3399 新宿区 ⾃衛隊情報保全隊本部
3400 新宿区 陸上⾃衛隊 通信保全監査隊
3401 新宿区 陸上⾃衛隊 中央基地システム通信隊
3402 新宿区 陸上⾃衛隊 第３０１映像写真中隊
3403 新宿区 陸上⾃衛隊 通信団本部付隊
3404 新宿区 公益財団法⼈東京都予防医学協会
3405 新宿区 陸上⾃衛隊 中央システム開発隊
3406 新宿区 新⽇本法規出版㈱
3407 新宿区 陸上⾃衛隊 中央業務⽀援隊
3408 新宿区 航空⾃衛隊 航空中央業務隊
3409 新宿区 ㈱新⽥
3410 新宿区 株式会社スマートパワーシステム
3411 新宿区 第３０２保安警務中隊
3412 新宿区 ㈲ツービー
3413 新宿区 株式会社 平河⼯業社
3414 新宿区 東京平版㈱
3415 新宿区 陸上⾃衛隊 警務隊本部
3416 新宿区 陸上⾃衛隊 本部付警務隊
3417 新宿区 株式会社 研⽂社
3418 新宿区 ㈱三交社
3419 新宿区 ニッセイ電気㈱
3420 新宿区 和⽥電気㈱
3421 新宿区 東京リスマチック（株）早稲⽥センター
3422 新宿区 ハート㈱新宿⽀店
3423 新宿区 ノザワ⼯業株式会社
3424 新宿区 株式会社 ディ・エム・ピー
3425 新宿区 株式会社⽇本エム・ディ・エム東京第三営業所
3426 新宿区 朝⽇住宅株式会社 新宿店
3427 新宿区 ⿊沢建設（株）
3428 新宿区 中央労働⾦庫新宿⽀店
3429 新宿区 株式会社 海⽼正
3430 新宿区 損害保険ジャパン株式会社北東京⽀店
3431 新宿区 武⽥薬品⼯業㈱神経精神疾患事業部営業本部東京ﾘｰｼﾞｮﾝ東京南ｴﾘｱ
3432 新宿区 旭化成ホームズ㈱集合住宅営業本部
3433 新宿区 株式会社 ⼩⼭
3434 新宿区 中野製薬㈱東京⽀店



3435 新宿区 多摩川電気㈱
3436 新宿区 ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社
3437 新宿区 住友不動産株式会社新築そっくりさん事業本部⼯事部⾸都圏エリア
3438 新宿区 株式会社三栄
3439 新宿区 東和薬品株式会社新宿営業所
3440 新宿区 新星電気⼯事株式会社
3441 新宿区 ㈱福智
3442 新宿区 ㈱⾼橋⼯務店
3443 新宿区 セブンネット株式会社
3444 新宿区 ⽴川機⼯ 株式会社
3445 新宿区 ㈱ロッテ
3446 新宿区 武⽥薬品⼯業株式会社GI東京エリア
3447 新宿区 新東施設株式会社
3448 新宿区 全国ワクチン㈱
3449 新宿区 株式会社かんぽ⽣命保険東京新都⼼法⼈⽀店
3450 新宿区 東京新宿ベジフル㈱
3451 新宿区 住友不動産株式会社注⽂住宅事業本部 ⼯事統括課
3452 新宿区 株式会社三晃空調  東京本店
3453 新宿区 住友林業株式会社住宅・建築事業本部 東京⽀社
3454 新宿区 野村不動産ソリューションズ㈱
3455 新宿区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス新宿
3456 新宿区 株式会社ノーリツ 関東⽀社
3457 新宿区 株式会社エス・ケイ通信
3458 新宿区 株式会社FJネクストホールディングス
3459 新宿区 東京ビジネスカーズ㈱
3460 新宿区 株式会社エスコ
3461 新宿区 武⽥薬品⼯業 株式会社GI東京南エリア
3462 新宿区 旭化成リフォーム株式会社
3463 新宿区 株式会社ﾗｲｾﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
3464 新宿区 株式会社三栄建築設計
3465 新宿区 近代電設㈱
3466 新宿区 カンロ株式会社
3467 新宿区 株式会社ミノファーゲン製薬
3468 新宿区 フジモリ産業 株式会社
3469 新宿区 新宿区役所 総務部
3470 新宿区 みずほ証券株式会社新宿⽀店
3471 新宿区 株式会社 エビデント
3472 新宿区 株式会社ＮＴＴ東⽇本 南関東東京事業部 東京北⽀店
3473 新宿区 正和フード丸正春 株式会社営業推進本部
3474 新宿区 株式会社アペックス・インターナショナル
3475 新宿区 住友不動産建物サービス株式会社保守管理部
3476 新宿区 住友不動産株式会社
3477 新宿区 株式会社 YAZAWA LUMBER規格住宅事業部



3478 新宿区 ㈱東洋実業
3479 新宿区 住友不動産株式会社注⽂住宅事業本部東京⻄事業所
3480 新宿区 ナカライテスク株式会社東京営業所
3481 新宿区 株式会社ワールドファミリー
3482 新宿区 ㈱ビーイング 東京営業所
3483 新宿区 アボットダイアグノスティクスメディカル株式会社
3484 新宿区 株式会社⽇邦バルブ 東京⽀店
3485 新宿区 ㈱シバタ
3486 新宿区 エフピコチューパ株式会社
3487 新宿区 東京ガス株式会社リビング営業部
3488 新宿区 アフラック保険サービス株式会社
3489 新宿区 株式会社キトー東京本社
3490 新宿区 住友不動産株式会社注⽂住宅事業本部東京東事業所
3491 新宿区 東京⼭⼿⻘果㈱
3492 新宿区 フロイント産業株式会社
3493 新宿区 三徳㈱
3494 新宿区 構造⼯事株式会社
3495 新宿区 株式会社フジタ東京⽀店
3496 新宿区 株式会社リブドゥコーポレーション
3497 新宿区 株式会社交通建設新宿第⼀⼯事所
3498 新宿区 株式会社ヤマヒサ新宿⽀店
3499 新宿区 ㈱ヤナセ 新宿⽀店
3500 新宿区 株式会社全⽇総管理
3501 新宿区 三菱地所ホーム株式会社⾸都圏第⼀事業部
3502 新宿区 住友三井オートサービス株式会社
3503 新宿区 タカラスタンダード株式会社⾸都圏特販⽀社
3504 新宿区 パナソニックホームズ不動産株式会社
3505 新宿区 ⽇本テクノ㈱
3506 新宿区 株式会社⽊下のリフォーム
3507 新宿区 ケーオーデンタル株式会社
3508 新宿区 ㈱ラックランド
3509 新宿区 株式会社中央アイデン
3510 新宿区 ⼭権⻘果㈱
3511 新宿区 東京ガスネットワーク株式会社中央設備保安センター
3512 新宿区 東⽇本旅客鉄道株式会社新宿電気システム⼯事区
3513 新宿区 株式会社ＩＮＰＥＸドリリング
3514 新宿区 平井カンパニー㈱
3515 新宿区 パナソニックホームズ株式会社東京⽀社
3516 新宿区 住友不動産株式会社新築そっくりさん事業本部
3517 新宿区 株式会社タイセイ・ハウジー新宿営業所
3518 新宿区 テルモBCT株式会社
3519 新宿区 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞機械⼯具協会
3520 新宿区 ホシザキ東京㈱新宿⽀店



3521 新宿区 ㈱ＮＩＰＰＯ関東第⼀⽀店
3522 新宿区 株式会社アイコス
3523 新宿区 東京⽔道株式会社
3524 新宿区 松下産業株式会社
3525 新宿区 新宿清掃事務所歌舞伎町清掃センター
3526 新宿区 株式会社ＹＡＺＡＷＡＬＵＢＥＲ
3527 新宿区 公益社団法⼈新宿区シルバー⼈材センター
3528 新宿区 誠和興業株式会社
3529 新宿区 ㈱伊藤園 新宿⽀店
3530 新宿区 トヨタモビリティ東京株式会社新宿明治通り南店
3531 新宿区 三菱電機ビルテクノサービス㈱新宿⽀店
3532 新宿区 株式会社⻑府製作所東京⽀店
3533 新宿区 ㈱クラウディア 東京⽀店
3534 新宿区 ㈱ライズ
3535 新宿区 株式会社加賀⾕電気商会
3536 新宿区 株式会社有電社
3537 新宿区 わかもと製薬㈱東京⽀店
3538 新宿区 ⼩島屋乳業製菓㈱
3539 新宿区 ⼤成建設ハウジング株式会社
3540 新宿区 イオンプロダクトファイナンス株式会社 東京⽀店
3541 新宿区 三菱地所ホーム株式会社東京⻄事業部
3542 新宿区 株式会社ホムズ技研東京⽀店
3543 新宿区 株式会社中電⼯ 東京本部
3544 新宿区 東京セキスイハイム株式会社
3545 新宿区 ㈱Ｃａｓａ
3546 新宿区 医療法⼈社団 松和会望星⻄新宿診療所
3547 新宿区 エフピコ商事株式会社
3548 新宿区 明治安⽥⽣命保険相互会社新宿⽀社
3549 新宿区 ㈱原瀬建設⼯業
3550 新宿区 ㈱⽚⼭組
3551 新宿区 株式会社リアークスファインド
3552 新宿区 株式会社グッドコムアセット
3553 新宿区 ⽇本化成㈱  関東⽀社
3554 新宿区 三菱地所ホーム株式会社
3555 新宿区 ㈱ゆうちょ銀⾏ 新宿店
3556 新宿区 武⽥薬品⼯業株式会社NS東京⻄エリア
3557 新宿区 ㈱シジシージャパン
3558 新宿区 ⽇清⾷品ホールディングス株式会社
3559 新宿区 ㈱カントー城⻄エリア
3560 新宿区 株式会社エスアールエル新宿営業拠点
3561 新宿区 株式会社新宿⾼野
3562 新宿区 ＦＲＥＳＨ ＵＰ株式会社
3563 新宿区 ⽇本⾚⼗字社 東京都⽀部



3564 新宿区 ⼤和リビング株式会社
3565 新宿区 株式会社⽇本財託
3566 新宿区 ㈱⾈藤
3567 新宿区 オリンパス マーケティング株式会社
3568 新宿区 マルホ株式会社東京⽀店
3569 新宿区 株式会社いえらぶパートナーズ
3570 新宿区 住友不動産株式会社 東⽇本ハウジアフターサービスセンター
3571 新宿区 三井住友信託銀⾏㈱新宿⻄⼝⽀店
3572 新宿区 東光測量建設㈱
3573 新宿区 三井住友海上⽕災保険㈱東京⻄⽀店
3574 新宿区 ＳＯＭＰＯコーポレートサービス株式会社
3575 新宿区 SOMPOひまわり⽣命保険株式会社新東京LCオフィス
3576 新宿区 株式会社タイトー
3577 新宿区 宮園輸⼊⾞販売株式会社メルセデス・ベンツ⻄新宿
3578 新宿区 エーザイ株式会社東京コミュニケーションオフィス
3579 新宿区 東京厚⽣信⽤組合
3580 新宿区 三井ホーム株式会社施設事業本部
3581 新宿区 東亜レジン株式会社
3582 新宿区 リリカラ株式会社
3583 新宿区 パナソニックリフォーム株式会社⾸都圏⽀社
3584 新宿区 株式会社 ワイエフ設備
3585 新宿区 ⽇本郵便株式会社新宿郵便局
3586 新宿区 株式会社AGEST QA事業本部
3587 新宿区 株式会社AGESTテストオペレーション部
3588 新宿区 ㈱三和化学研究所
3589 新宿区 ＴＯＴＯエムテック株式会社
3590 新宿区 ㈱共栄電設
3591 新宿区 ⽇東⼯営株式会社
3592 新宿区 株式会社アイザワビルサービス
3593 新宿区 東邦電気⼯事㈱
3594 新宿区 ⾼砂熱学⼯業株式会社東京本店
3595 新宿区 住友林業株式会社住宅・建築事業本部東京中央⽀店
3596 新宿区 東京⽔道株式会社管路整備部
3597 新宿区 東京都住宅供給公社新宿窓⼝センター
3598 新宿区 パーソルマーケティング株式会社
3599 新宿区 ⼤成ロテック株式会社
3600 新宿区 東新重機販売株式会社
3601 新宿区 ㈲前澤⼯務店
3602 新宿区 ⼤成建設ハウジング 株式会社東京⽀店
3603 新宿区 東錬化⼯㈱
3604 新宿区 ⽇本ロードメンテナンス株式会社東国作業所
3605 新宿区 ⾼砂熱学⼯業株式会社本社
3606 新宿区 株式会社インデックス



3607 新宿区 積⽔ハウス株式会社東京⻄⽀店
3608 新宿区 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社新宿店
3609 新宿区 株式会社セーフティ
3610 新宿区 ⼤和リビング株式会社本店新宿営業部
3611 新宿区 ㈱公営社
3612 新宿区 ㈱ジェピコ
3613 新宿区 株式会社京王プラザホテル
3614 新宿区 医療法⼈社団三育会
3615 新宿区 松岡地所株式会社
3616 新宿区 グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
3617 新宿区 武⽥薬品⼯業株式会社NS東京エリア
3618 新宿区 シンフォニアエンジニアリング㈱
3619 新宿区 ユーシービージャパン株式会社
3620 新宿区 純福⾳  東京教会
3621 新宿区 株式会社⽊下不動産
3622 新宿区 イオンディライトコネクト株式会社
3623 新宿区 タカラスタンダード株式会社東京⽀社
3624 新宿区 理想科学⼯業株式会社新宿事業所
3625 新宿区 ⼩⽥急電鉄㈱
3626 新宿区 積⽔ハウス株式会社東京営業本部
3627 新宿区 ⽇本ロレアル株式会社
3628 新宿区 盟和⼯業株式会社 本社
3629 新宿区 株式会社 セネック
3630 新宿区 ⼤成設備株式会社
3631 新宿区 東亜建設⼯業株式会社
3632 新宿区 株式会社 店舗プランニング
3633 新宿区 武⽥薬品⼯業株式会社VｘBU⻄エリア
3634 新宿区 株式会社オンテックス新宿⽀店
3635 新宿区 第⼀三共株式会社東京⽀店 新宿営業所
3636 新宿区 アマノ株式会社新宿パーキング⽀店
3637 新宿区 株式会社 アリガ
3638 新宿区 株式会社⼋神製作所
3639 新宿区 東京スバル株式会社新宿店
3640 新宿区 警視庁新宿警察署
3641 新宿区 パナソニックホームズ不動産株式会社東京売買仲介センター
3642 新宿区 新宿消防署
3643 新宿区 ユーアンドアールホテルマネジメント株式会社
3644 新宿区 東京消防庁 新宿消防署⻄新宿出張所
3645 新宿区 ⼭陽商⼯㈱
3646 新宿区 株式会社エフピコ東京本社
3647 新宿区 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀⾏新宿新都⼼⽀社
3648 新宿区 ユイコムネットワークス株式会社
3649 新宿区 岡三証券㈱  東京中央店



3650 新宿区 （株）商⼯組合中央⾦庫新宿⽀店
3651 新宿区 株式会社ヒロツー 東京⽀店
3652 新宿区 松⽥産業株式会社
3653 新宿区 株式会社クラフティ
3654 新宿区 ⼤和エステート株式会社
3655 新宿区 ランスタッド株式会社
3656 新宿区 アメアスポーツジャパン株式会社
3657 新宿区 株式会社星川商事
3658 新宿区 ハイリマレリジャパン株式会社
3659 新宿区 株式会社プレミアアシスト東京営業所
3660 新宿区 ⾼砂熱学⼯業㈱エンジニアリング事業部
3661 新宿区 野村不動産パートナーズ株式会社
3662 新宿区 リコージャパン株式会社新宿事業所
3663 新宿区 ⽇本郵便株式会社新宿北郵便局
3664 新宿区 旭化成ホームズ株式会社東京中央⽀店
3665 新宿区 東京都議会議会局
3666 新宿区 愛知時計電機株式会社東京⽀店
3667 新宿区 東邦興運㈱
3668 新宿区 関東浴槽設備共同組合
3669 新宿区 株式会社ＥＮＥＬＵＸ
3670 新宿区 株式会社 韓国広場
3671 新宿区 こくみん共済ＣＯＯＰ全労済 東京推進本部
3672 新宿区 株式会社コムレイドフィールドエンジニアサポート部
3673 新宿区 株式会社ナテックス 本社
3674 新宿区 ミサワホーム不動産株式会社
3675 新宿区 株式会社 翔栄クリエイト
3676 新宿区 株式会社三井住友銀⾏新宿⻄⼝法⼈営業第⼆部
3677 新宿区 ㈱⾦澤架設
3678 新宿区 株式会社ジェイエムエス
3679 新宿区 太平洋プレコン⼯業株式会社東京⽀店
3680 新宿区 株式会社⽩洋舎 東京⽀店新宿営業所
3681 新宿区 富⼠ﾌｲﾙﾑ ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
3682 新宿区 東京セキスイファミエス株式会社リノベーション⽀店
3683 新宿区 住友不動産㈱注⽂住宅事業本部⼯事課東京⼯事
3684 新宿区 株式会社 ｸﾛｰﾊﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
3685 新宿区 株式会社ダスキンミスタードーナツ事業本部
3686 新宿区 ＫＤＤＩエンジニリアリング株式会社
3687 新宿区 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社新宿⽀店
3688 新宿区 東⽇本旅客鉄道株式会社新宿保線技術センター
3689 新宿区 株式会社 中村屋
3690 新宿区 キーサイト・テクノロジー株式会社 新宿オフィス
3691 新宿区 株式会社東京海上あんしんエージェンシー新宿営業所
3692 新宿区 株式会社ビジョン



3693 新宿区 サンワトリニティ㈱
3694 新宿区 株式会社セノン道路管理部
3695 新宿区 アポロオフィスシステム株式会社
3696 新宿区 内外電機株式会社
3697 新宿区 株式会社プロトコーポレーション
3698 新宿区 株式会社ヤマダ電機LABI新宿⻄⼝館
3699 新宿区 株式会社ナック
3700 新宿区 株式会社セノン⾞両運⾏管理部
3701 新宿区 （株）ナック・ダスキン事業部第１３⽀店
3702 新宿区 明治安⽥⽣命新宿中央営業部
3703 新宿区 株式会社セノン運輸安全本部
3704 新宿区 株式会社サニクリーン東京新宿営業所
3705 新宿区 ジ−エルサイエンス株式会社
3706 新宿区 テルモ株式会社 東京⽀店
3707 新宿区 トヨタモビリティ東京株式会社新宿明治通り北店
3708 新宿区 株式会社りそな銀⾏新都⼼営業部
3709 新宿区 松⽥産業株式会社⾷品事業部東京営業所
3710 新宿区 株式会社USEN 新宿⽀店
3711 新宿区 東京⽔道株式会社⽔道技術本部
3712 新宿区 損害保険ジャパン 株式会社総務ＳＳＣ部 社有⾞Ｇ
3713 新宿区 太平ビルサービス株式会社東京⽀店
3714 新宿区 光電機産業株式会社
3715 新宿区 IDC OTSUKA 新宿ショールーム㈱ヤマダデンキ
3716 新宿区 東京ガスネットワーク株式会社中央導管ネットワークセンター
3717 新宿区 国際航業株式会社
3718 新宿区 株式会社ジェイコム東京港・新宿局
3719 新宿区 太平ビルサービス株式会社
3720 新宿区 株式会社グリーンハウス
3721 新宿区 東洋通信⼯業株式会社
3722 新宿区 三ツ輪産業株式会社
3723 新宿区 ミサワホーム㈱
3724 新宿区 東京電建㈱
3725 新宿区 武⽥薬品⼯業株式会社GI東京⻄エリア
3726 新宿区 遠州鉄道株式会社 東京営業所
3727 新宿区 ジャパンエレベーターサービス城⻄株式会社城⻄⽀社
3728 新宿区 旭化成ファーマ株式会社
3729 新宿区 東京美装興業株式会社
3730 新宿区 ㈱⽊下⼯務店
3731 新宿区 株式会社トーヨーアサノ
3732 新宿区 光伸テック株式会社
3733 新宿区 住友不動産販売株式会社本社営業センター
3734 新宿区 ㈱ｴﾇﾃｨﾃｨ･ｴﾑｲｰ ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ事業本部 東京事業所
3735 新宿区 株式会社センカク



3736 新宿区 アキレス株式会社
3737 新宿区 東⻄海運株式会社 新宿事務所
3738 新宿区 北越⼯業㈱
3739 新宿区 新晃電気株式会社
3740 新宿区 エムエスティ保険サービス株式会社
3741 新宿区 株式会社イマス東京⽀社
3742 新宿区 ㈱⽇本博礼社
3743 新宿区 吉川建設㈱  東京⽀店
3744 新宿区 株式会社鷺宮製作所
3745 新宿区 テイケイ株式会社新宿南⽀社
3746 新宿区 三井ホーム㈱東京⽀店
3747 新宿区 テイケイ株式会社 新宿⽀社
3748 新宿区 滑川軽銅 株式会社
3749 新宿区 株式会社マルタカ
3750 新宿区 株式会社かんぽ⽣命保険東京新都⼼⽀店
3751 新宿区 テイケイ株式会社 新宿⻄⽀社
3752 新宿区 協和キリン株式会社東京⽀店 新宿営業所
3753 新宿区 テイケイ株式会社 新宿中央⽀社
3754 新宿区 野村不動産㈱
3755 新宿区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏新宿新都⼼⽀店
3756 新宿区 ジョウサイ警備株式会社新宿⽀店
3757 新宿区 株式会社リライズ
3758 新宿区 ⽇本通運株式会社航空事業⽀店国際貨物第九営業部
3759 新宿区 株式会社パレス
3760 新宿区 三井不動産リアルティ株式会社新宿センター
3761 新宿区 株式会社バイクパーク営業部
3762 新宿区 株式会社バイクパーク施⼯管理部
3763 新宿区 トシン電機株式会社新宿営業所
3764 新宿区 ㈱かんぽ⽣命新宿北郵便局 かんぽサービス部
3765 新宿区 ⼭⾦⼯業株式会社東京⽀店
3766 新宿区 株式会社ダク
3767 新宿区 三菱地所ホーム株式会社東京中央事業部
3768 新宿区 株式会社エスケーホームプロパティ
3769 新宿区 株式会社バンブーフィールド
3770 新宿区 三菱地所ホーム株式会社コーポレートスタッフ部総務グループ
3771 新宿区 株式会社アデランス
3772 新宿区 ＭＳＰ 株式会社
3773 新宿区 株式会社 ⻘⽊商会
3774 新宿区 ⽇本⽣命保険相互会社新宿⽀社
3775 新宿区 株式会社プロバンク
3776 新宿区 株式会社マルヤス
3777 新宿区 あすか信⽤組合 本店営業部
3778 新宿区 旭化成ホームズ株式会社東京総合⽀店



3779 新宿区 東京ガスネットワーク㈱⾸都圏⻄需要開拓部
3780 新宿区 東京ガスネットワーク㈱中央導管事業部 中央ガスライト２４
3781 新宿区 ㈱内村⼯業
3782 新宿区 ＭＳＤ株式会社
3783 新宿区 東和防災⼯業 株式会社
3784 新宿区 ⽇本テクノエンジ 株式会社
3785 新宿区 コスモエコロジー株式会社東京⽀店
3786 新宿区 フランスベッド株式会社病院東京営業所
3787 新宿区 ㈱カプコン  東京⽀店
3788 新宿区 ジェイツーネット株式会社新宿本社
3789 新宿区 株式会社早川予防衛⽣研究所
3790 新宿区 株式会社Casa
3791 新宿区 株式会社⽇本デジタル研究所新宿⽀店
3792 新宿区 株式会社 ＤＥＥＣＨ業務推進本部
3793 新宿区 ツーサン 株式会社本社
3794 新宿区 東京都建設局  総務部
3795 新宿区 明治安⽥⽣命保険相互会社新宿⽀社新宿営業部
3796 新宿区 ⽇本デオドール株式会社
3797 新宿区 株式会社住栄都市サービス
3798 新宿区 東京都財務局
3799 新宿区 東京都下⽔道局
3800 新宿区 株式会社⼤塚商会
3801 新宿区 ブリストル･マイヤーズ スクイブ株式会社
3802 新宿区 東芝テックソリューションサービス株式会社
3803 新宿区 アボットメディカルジャパン合同会社
3804 新宿区 ＭＩＮＩ新宿
3805 新宿区 株式会社ジェイエムエス
3806 新宿区 株式会社 ⽊曽路 上落合店
3807 新宿区 東京都下⽔道局第⼆基幹施設再構築事務所⼯事第⼆課
3808 新宿区 中央開発株式会社東京⽀社
3809 新宿区 （株）アリミノ
3810 新宿区 ⽇本オーチス・エレベータ（株）⾸都圏⽀店 城北営業所
3811 新宿区 朝⽇管財（株）
3812 新宿区 富永建設（株）
3813 新宿区 ⼩林建設（株）
3814 新宿区 早稲⽥⼤学⾃動⾞部
3815 新宿区 北栄産業株式会社
3816 新宿区 ブリヂストンリテールジャパン㈱
3817 新宿区 ⽇本光電株式会社
3818 新宿区 （株）関東マツダ ⾼⽥⾺場店
3819 新宿区 もみの樹園
3820 新宿区 株式会社 オカベ
3821 新宿区 ㈱エムアイフードスタイル



3822 新宿区 アイディホーム株式会社
3823 新宿区 学校法⼈東京富⼠⼤学
3824 新宿区 渡辺パイプ株式会社新宿サービスセンター
3825 新宿区 ⽇本⾷研（株）新宿営業所
3826 新宿区 東亜ディーケーケー株式会社
3827 新宿区 菱和設備株式会社東京⽀店
3828 新宿区 フランスベッド株式会社
3829 新宿区 社会福祉邦友会新宿けやき園
3830 新宿区 ⽇産⾃動⾞販売（株）丸⼭店
3831 新宿区 中央建鉄（株）
3832 新宿区 愛国製茶（株）
3833 新宿区 東京防災設備株式会社
3834 新宿区 伸びる会幼稚園
3835 新宿区 桂城建設（株）
3836 新宿区 医療法⼈財団 綜友会
3837 新宿区 ㈱安部⽇鋼⼯業東京⽀店
3838 新宿区 東京都下⽔道サービス株式会社新宿事業所
3839 新宿区 （株）みずほ銀⾏⾼⽥⾺場⽀店
3840 新宿区 ⼆幸産業株式会社 本店営業部
3841 新宿区 東京電設サービス（株）新宿センター
3842 新宿区 東邦電気⼯業株式会社
3843 新宿区 エステー株式会社
3844 新宿区 株式会社 セルート
3845 新宿区 （株）晃陽社
3846 新宿区 ナイス株式会社
3847 新宿区 （株）新幸
3848 新宿区 株式会社ＡＳＫ
3849 新宿区 株式会社パイオニア・サービス
3850 新宿区 株式会社⽇栄
3851 新宿区 アサヒドラフトマーケティング(株)⾸都圏第⼀⽀社新宿⽀店
3852 新宿区 下⽥商事（株）
3853 新宿区 （株）全⾳楽譜出版社
3854 新宿区 三宝製薬株式会社
3855 新宿区 株式会社ローソン新宿⽀店
3856 新宿区 エビス株式会社 東京オフィス
3857 新宿区 東京三協信⽤⾦庫本店
3858 新宿区 ⼤東電設株式会社
3859 新宿区 株式会社三井住友銀⾏⾼⽥⾺場法⼈営業部
3860 新宿区 東京都下⽔道局落合⽔再⽣センター
3861 新宿区 新宿清掃事務所
3862 新宿区 株式会社フレンズ・ヒル
3863 新宿区 警視庁⼾塚警察署
3864 新宿区 ㈱シンコー警備保障



3865 新宿区 ベストリハ⻄早稲⽥
3866 新宿区 栄和リサイクル株式会社
3867 新宿区 澁⾕⼯業（株）
3868 新宿区 扇屋塗料（株）
3869 新宿区 ベストリハ⾼⽥⾺場
3870 新宿区 東京ガスＳＴコミュネット株式会社
3871 新宿区 ベストリハ⻄落合
3872 新宿区 （株）ユーキャン
3873 新宿区 テイケイ株式会社⾼⽥⾺場⽀社
3874 新宿区 マルコメ株式会社東京⽀社
3875 新宿区 株式会社ヤマシタ新宿営業所
3876 新宿区 株式会社  厚徳社
3877 新宿区 新和環境 株式会社
3878 新宿区 株式会社コミュニケーションウェアズ
3879 新宿区 株式会社ミニテック⾼⽥⾺場店
3880 新宿区 宗教法⼈⼤⽇本獅⼦吼協会
3881 新宿区 ⼤邦⼯業株式会社
3882 新宿区 株式会社ロッキー
3883 新宿区 （株）⽵宝商会
3884 新宿区 ⼀世印刷株式会社 営業部
3885 新宿区 （株）佐成屋
3886 新宿区 株式会社ミニミニ城⻄⾼⽥⾺場店
3887 新宿区 株式会社リクチ漏⽔調査
3888 新宿区 ヤナセヴィークルワールド㈱新宿⽀店
3889 新宿区 福本建設株式会社
3890 新宿区 株式会社ノブハラ興業
3891 新宿区 株式会社フェム
3892 新宿区 株式会社グランセレモ東京
3893 新宿区 （株）前⽥商店
3894 新宿区 ヨツヤウレタン（株）
3895 新宿区 ⼭王⼯業（株）
3896 新宿区 （株）ケン＆スタッフ
3897 新宿区 ウエットマスター（株）
3898 新宿区 （株）オーバル
3899 新宿区 株式会社広済堂ライフウェル落合営業所
3900 新宿区 ⼤和パッキング⼯業所
3901 新宿区 （株）キンセイ
3902 新宿区 共創未来メディカルケア株式会社
3903 新宿区 ライカマイクロシステムズ株式会社
3904 新宿区 株式会社 シミズオクト
3905 新宿区 株式会社 庭千
3906 新宿区 特定⾮営利活動法⼈東京⾼齢者就労福祉事業団
3907 新宿区 タマノイ酢株式会社東京⽀店



3908 新宿区 おおや幼稚園
3909 新宿区 エスケー化研（株）東京⽀店
3910 新宿区 株式会社キュビック サンク東京
3911 新宿区 三葉化⼯（株）
3912 新宿区 東聖建設（株）
3913 新宿区 シミズオクト（株）
3914 新宿区 （株）ユニカ
3915 新宿区 ⼯新建設（株）
3916 新宿区 （株）⼭本⼯務店
3917 新宿区 （株）野澤⼯務店
3918 新宿区 同和化学ドライ（株）
3919 新宿区 ⽇本測地設計株式会社
3920 新宿区 （株）佐々⽊
3921 新宿区 天理教⽜込⼤教会
3922 新宿区 磐梯興業株式会社
3923 新宿区 共栄社製本印刷所
3924 新宿区 河和⽥屋印刷 株式会社
3925 新宿区 相模商⼯株式会社
3926 新宿区 不⼆精機株式会社東京営業所
3927 新宿区 株式会社 梅村タイル
3928 新宿区 シンソー印刷株式会社
3929 新宿区 ＢＸゆとりフォーム株式会社新宿店
3930 新宿区 株式会社 上⽥設備
3931 新宿区 トヨタモビリティ東京株式会社落合店
3932 新宿区 株式会社 エレコ
3933 新宿区 株式会社クラフティ
3934 新宿区 株式会社 バンテック
3935 新宿区 リーガロイヤルホテル東京
3936 新宿区 ㈱トップランダー
3937 新宿区 東京電⼒パワーグリッド㈱⼯務部東京建設センター
3938 新宿区 丸正⾷品（株）
3939 新宿区 東亞グラウト⼯業株式会社
3940 新宿区 株式会社 保健科学 東京
3941 新宿区 （株）マースエンジニアリング
3942 新宿区 東京リボン（株）
3943 新宿区 綿半ソリューションズ株式会社
3944 新宿区 （株）三越伊勢丹ホールディングス
3945 新宿区 東京消防庁四⾕消防署
3946 新宿区 新宿清掃事務所新宿東清掃センター
3947 新宿区 ナックスマートエネルギー株式会
3948 新宿区 医療法⼈社団 永⽣会介護⽼⼈保健施設マイウェイ四⾕
3949 新宿区 （株）カンドー
3950 新宿区 東京電⼒パワーグリッド㈱東京総⽀社



3951 新宿区 スガ試験機株式会社
3952 新宿区 東京電⼒エナジーパートナー㈱東京本部
3953 新宿区 中央電気⼯事株式会社東京⽀社
3954 新宿区 （株）第⼀ビルメンテナンス新宿⽀店
3955 新宿区 ⾸都⾼電気メンテナンス（株）
3956 新宿区 トヨタモビリティ東京株式会社新宿靖国通り店
3957 新宿区 雪印メグミルク（株）
3958 新宿区 新菱冷熱⼯業（株）
3959 新宿区 （株）⽩鳳ビル
3960 新宿区 創価学会
3961 新宿区 ㈱藤原商店
3962 新宿区 凰商事（株）
3963 新宿区 （株）佐藤秀
3964 新宿区 野原ホールディングス（株）
3965 新宿区 株式会社 ケイアイシー
3966 新宿区 杏林製薬株式会社東京⽀店
3967 新宿区 株式会社弘電社南関東⽀店
3968 新宿区 （株）久保商店
3969 新宿区 株式会社 アポーメンテナンス
3970 新宿区 （株）三菱ＵＦＪ銀⾏四⾕⽀店
3971 新宿区 オカベマーキングシステム（株）
3972 新宿区 株式会社 ガーデン
3973 新宿区 ⽇光警備保障（株）
3974 新宿区 ⽇建商事株式会社
3975 新宿区 株式会社マーストーケンソリューション
3976 新宿区 キャノンシステムアンドサポート（株）
3977 新宿区 ⽇本建材⼯事（株）
3978 新宿区 株式会社 ローソン東京中央⽀店
3979 新宿区 （株）向⼭商会
3980 新宿区 四⾕警察署
3981 新宿区 ㈱ボックスツアー
3982 新宿区 （株）アークノハラ
3983 新宿区 株式会社丸善ジュンク堂書店
3984 新宿区 株式会社 ⽇⽴ハイテクフィールディング東京⽀社
3985 新宿区 ㈱スリーエスコーポレーション
3986 新宿区 株式会社 インターメドジャパン
3987 新宿区 茂⽊商事（株）
3988 新宿区 中部科学機器（株）東京営業所
3989 新宿区 （株）三越伊勢丹伊勢丹新宿本店
3990 新宿区 （株）⽇装
3991 新宿区 野原産業株式会社
3992 新宿区 ⽥中⼟建⼯業（株）
3993 新宿区 財団法⼈ ⺠主⾳楽協会



3994 新宿区 ⽇産⾃動⾞販売株式会社新宿店
3995 新宿区 東京テアトルリモデリング株式会社
3996 新宿区 エプソン販売株式会社
3997 新宿区 株式会社サンユー
3998 新宿区 阿部興業（株）
3999 新宿区 （株）藤⽊⼯務店東京⽀店
4000 新宿区 ㈱⽵村コーポレーション
4001 新宿区 サンセイメンテナンス株式会社
4002 新宿区 東洋エンジニヤリング（株）
4003 新宿区 チェスコ株式会社
4004 新宿区 株式会社 岡本
4005 新宿区 （株）アペイド
4006 新宿区 （株）アルビオン東京⽀店
4007 新宿区 ㈱やまねメディカルなごやか新宿御苑
4008 新宿区 住友林業レジデンシャル（株）
4009 新宿区 フエロールーム株式会社
4010 新宿区 ㈱ベルックス東京⽀社
4011 新宿区 ⽇本コミュニティー（株）
4012 新宿区 アークレイインフィニティ㈱
4013 新宿区 （株）東京堂
4014 新宿区 アークレイマーケティング㈱
4015 新宿区 ⼤和冷機⼯業（株）
4016 新宿区 （株）沖野
4017 新宿区 HOYA Technosurgical 株式会社四⾕事務所
4018 新宿区 カテリーナサービス株式会社
4019 新宿区 （株）和漢薬研究所
4020 新宿区 ㈱アメニティコーポレーション
4021 新宿区 帝都典禮（株）
4022 新宿区 ワイ・ケイ・ジー
4023 新宿区 株式会社ＤＮＰアイディーシステム
4024 新宿区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス渋⾕
4025 新宿区 株式会社 ジェイエスエス東京営業所
4026 新宿区 湧永製薬株式会社
4027 新宿区 （株）遠藤材⽊店
4028 新宿区 （株）マルテー⼤塚
4029 新宿区 （株）三菱ＵＦＪ銀⾏新宿⽀店
4030 新宿区 （株）内藤建設
4031 新宿区 ⻄京信⽤⾦庫
4032 新宿区 ミヤケインダストリー（株）
4033 新宿区 （有）⽥中⽔道⼯業所
4034 新宿区 公明党 本部
4035 新宿区 （有）⻫藤商店
4036 新宿区 （株）ビデオフォーカス



4037 新宿区 タカラ（株）
4038 新宿区 聖教新聞社
4039 新宿区 （株）ラボ東京
4040 新宿区 ⽇本ハウズイング（株）
4041 新宿区 （株）アサンテ
4042 新宿区 （株）シミズオクト
4043 新宿区 ニッケンキソコンサルタント（株）
4044 新宿区 伯東（株）
4045 新宿区 （株）コンピュータシステム研究所
4046 新宿区 （株）セレモア
4047 新宿区 （株）トータルリフォーム
4048 新宿区 （株）シノダ
4049 新宿区 国際企業株式会社
4050 新宿区 （株）ヨドバシカメラ
4051 新宿区 株式会社メディオテック
4052 新宿区 第⼀勧業信⽤組合
4053 新宿区 株式会社マウンテック
4054 新宿区 新⽇本創業株式会社東京本社
4055 新宿区 学校法⼈ 河合塾
4056 新宿区 株式会社 住宅性能評価センター
4057 新宿区 サンコー株式会社東京⽀店 営業部
4058 新宿区 株式会社ワタナベ商事
4059 新宿区 新菱冷熱⼯業株式会社電気計装事業部
4060 新宿区 森松⼯業株式会社
4061 新宿区 ワタリジャパン株式会社
4062 新宿区 新菱冷熱⼯業株式会社都市環境事業部
4063 新宿区 テイケイ株式会社
4064 新宿区 岩井コスモ証券株式会社新宿⽀社
4065 新宿区 株式会社マンボー
4066 新宿区 株式会社コインパーク
4067 新宿区 株式会社アクア
4068 新宿区 あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社東京⽀店
4069 新宿区 東京ダイレック株式会社
4070 新宿区 株式会社⼤倉ビル
4071 新宿区 朝⽇⽣命保険相互会社
4072 新宿区 株式会社ＴＢＳ
4073 新宿区 株式会社イージェイマインド
4074 新宿区 東邦通信⼯業 株式会社
4075 新宿区 株式会社京都スペーサー新宿営業所
4076 新宿区 株式会社ジョイン
4077 新宿区 株式会社 鈴商
4078 新宿区 株式会社ニューテック
4079 新宿区 株式会社オール



4080 新宿区 株式会社 アンビシャス
4081 新宿区 株式会社 アスト 東京営業所
4082 新宿区 株式会社 地巧社
4083 新宿区 あけぼの診療所
4084 ⽂京区 警視庁 （他10）
4095 ⽂京区 トランススタージャパン株式会社
4096 ⽂京区 ⼤星ビルメンテナンス（株）
4097 ⽂京区 アマノ株式会社
4098 ⽂京区 学校法⼈東洋⼤学総務部総務課
4099 ⽂京区 ⽇本醸造⼯業株式会社
4100 ⽂京区 株式会社 広英社
4101 ⽂京区 （株）ダイワ靴店
4102 ⽂京区 ⼤崎建設株式会社
4103 ⽂京区 エイト印刷株式会社
4104 ⽂京区 株式会社 東京ドーム
4105 ⽂京区 キッセイ薬品⼯業株式会社東京⽀店
4106 ⽂京区 株式会社メディコスヒラタ
4107 ⽂京区 ⽂京区役所
4108 ⽂京区 特別養護⽼⼈ホーム⽂京⽩⼭の郷
4109 ⽂京区 東京理化器械株式会社
4110 ⽂京区 株式会社 太⽥胃散
4111 ⽂京区 共同印刷 株式会社
4112 ⽂京区 岩井建設 株式会社
4113 ⽂京区 株式会社ヤマシタ
4114 ⽂京区 株式会社 シンエイ・ネクサス
4115 ⽂京区 株式会社 東京法規出版
4116 ⽂京区 ⼤成樹脂⼯業 株式会社
4117 ⽂京区 株式会社 ヤブシタ
4118 ⽂京区 アイホン（株）東京⽀店
4119 ⽂京区 株式会社ウッドワン
4120 ⽂京区 東都無線 株式会社
4121 ⽂京区 株式会社 北⽃社
4122 ⽂京区 東京法令出版 株式会社
4123 ⽂京区 丸⽊商事株式会社
4124 ⽂京区 株式会社⼭櫻東京⽀店
4125 ⽂京区 ⽇産⾃動⾞販売株式会社⽂京店
4126 ⽂京区 住宅⾦融⽀援機構
4127 ⽂京区 株式会社ホンダカーズ東京飯⽥橋店
4128 ⽂京区 フクダライフテック東京株式会社
4129 ⽂京区 トヨタモビリティ東京株式会社⽂京⼩⽯川店
4130 ⽂京区 ⽇本⾷研株式会社
4131 ⽂京区 トヨタモビリティ東京株式会社⽂京⽩⼭店
4132 ⽂京区 セキセイ株式会社 東京本社



4133 ⽂京区 株式会社ケイアールエル
4134 ⽂京区 ⽇本平版印刷株式会社
4135 ⽂京区 太平洋セメント㈱
4137 ⽂京区 ⽇本ジェネティクス株式会社
4138 ⽂京区 三菱⾷品株式会社
4139 ⽂京区 村中医療器株式会社
4140 ⽂京区 株式会社 東京ドームスポーツ
4141 ⽂京区 サカタインクス 株式会社東京本社
4142 ⽂京区 中央労働⾦庫本郷⽀店
4143 ⽂京区 セントラル科学株式会社
4144 ⽂京区 東京保健⽣活協同組合介護⽼⼈保健施設ひかわした
4145 ⽂京区 株式会社 フラワーサービス
4146 ⽂京区 株式会社 チャイルド本社
4147 ⽂京区 三栄電気通信⼯業株式会社
4148 ⽂京区 実⽤春⽇ホーム（株）
4149 ⽂京区 株式会社 不⼆家⾸都圏統括部
4150 ⽂京区 株式会社やまねメディカルデイサービス なごやか千⽯
4151 ⽂京区 株式会社我喜⼤笑ジム・デイサービス夢楽⽩⼭
4152 ⽂京区 株式会社 古川設備⼯業所
4153 ⽂京区 五洋建設 株式会社
4154 ⽂京区 株式会社 イノメディックス⼩⽯川営業所
4155 ⽂京区 ＹＫＫＡＰ株式会社住宅建材事業部 東京統括⽀店
4156 ⽂京区 テラル株式会社東京⽀店
4157 ⽂京区 キャピタル株式会社
4158 ⽂京区 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
4159 ⽂京区 デビフペット株式会社
4160 ⽂京区 ジオスター株式会社
4161 ⽂京区 株式会社栗原医療器械店
4162 ⽂京区 株式会社共⾛
4163 ⽂京区 リンテック株式会社
4164 ⽂京区 ヤマト徽章 株式会社
4165 ⽂京区 株式会社ヤナセ⽂京⽀店
4166 ⽂京区 帝⼈ヘルスケア株式会社東京第⼆⽀店新宿営業所
4167 ⽂京区 帝⼈ヘルスケア株式会社東京第⼀⽀店東京中央営業所
4168 ⽂京区 三弘紙業 株式会社
4169 ⽂京区 （株）新興社
4170 ⽂京区 株式会社 松本久夫商店
4171 ⽂京区 （株）ミスミ
4172 ⽂京区 （株）阿部電業社
4173 ⽂京区 ⿅島道路株式会社
4174 ⽂京区 オリロー株式会社
4175 ⽂京区 株式会社 城座電機⼯業所
4176 ⽂京区 ⿅島道路株式会社 東京⽀店



4177 ⽂京区 株式会社リノステージ
4178 ⽂京区 株式会社ファルコバイオシステムズ
4179 ⽂京区 帝⼈ヘルスケア株式会社東京第⼀⽀店⽂京営業所
4180 ⽂京区 株式会社アイテック東京本社
4181 ⽂京区 株式会社マルトー
4182 ⽂京区 ⽇本電⾊⼯業（株）
4183 ⽂京区 有限会社 ベテラン便
4184 ⽂京区 株式会社東京システムサーティ
4185 ⽂京区 ⽂化シャッター㈱⾸都圏⽀店
4186 ⽂京区 ⽂化シャッター株式会社
4187 ⽂京区 社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟⽂京基地
4188 ⽂京区 ホシザキ関東株式会社
4189 ⽂京区 東京都下⽔道サービス株式会社⽂京事業所
4190 ⽂京区 トヨタモビリティパーツ㈱東京⽀社⽂京営業所
4191 ⽂京区 イフスコヘルスケア株式会社
4192 ⽂京区 株式会社 塩浜⼯業 東京本社
4193 ⽂京区 エーザイ株式会社コンシューマーｈｈｃ事業部
4194 ⽂京区 トヨタ⾃動⾞株式会社
4195 ⽂京区 ⽂京区⽂京清掃事務所
4196 ⽂京区 ⽂京区⽂京清掃事務所播磨坂事業所
4197 ⽂京区 ニスコ株式会社
4198 ⽂京区 トヨセット株式会社
4199 ⽂京区 東京公衆衛⽣研究所
4200 ⽂京区 フクダコーリン株式会社
4201 ⽂京区 ⽥辺三菱製薬株式会社
4202 ⽂京区 ⽂化シャッターサービス株式会社
4203 ⽂京区 株式会社ＺＭＰ
4204 ⽂京区 警視庁富坂警察署
4205 ⽂京区 開発電⼦技術株式会社
4206 ⽂京区 吉富薬品株式会社
4207 ⽂京区 毎⽇興業株式会社
4208 ⽂京区 株式会社不⼆サッシ関東
4209 ⽂京区 ⼭本光学株式会社
4210 ⽂京区 ⽇本光電⼯業株式会社
4211 ⽂京区 東栄部品株式会社
4212 ⽂京区 株式会社 ショウエイ
4213 ⽂京区 東京消防庁⼩⽯川消防署
4214 ⽂京区 ホロジックジャパン株式会社
4215 ⽂京区 帝⼈ヘルスケア株式会社千代⽥営業所
4216 ⽂京区 株式会社コピーボックス
4217 ⽂京区 公和印刷株式会社
4218 ⽂京区 藤⽥商事株式会社
4219 ⽂京区 株式会社ヒノキヤレスコ



4220 ⽂京区 タカノ機械製作所
4221 ⽂京区 フクダ電⼦東京販売株式会社
4222 ⽂京区 株式会社セムコーポレーション営業本部
4223 ⽂京区 株式会社東京トルネード
4224 ⽂京区 株式会社三井住友銀⾏⼩⽯川法⼈営業部
4225 ⽂京区 テルウェル東⽇本株式会社フィールドサービス事業部
4226 ⽂京区 株式会社ケーコーポレーション
4227 ⽂京区 ニッタイ⼯業株式会社東京営業所
4228 ⽂京区 ＰＩＡＡ株式会社
4229 ⽂京区 株式会社⽇本総合施設東京⽀社
4230 ⽂京区 東亜塗装⼯業株式会社
4231 ⽂京区 株式会社 精研東京本社
4232 ⽂京区 株式会社 邦友
4233 ⽂京区 株式会社ビッグルーフ
4234 ⽂京区 有限会社アライヴ
4235 ⽂京区 株式会社かなめ商事
4236 ⽂京区 タツヲ電気株式会社
4237 ⽂京区 勝美印刷株式会社
4238 ⽂京区 社会福祉法⼈ 洛和福祉会洛和ヴィラ⽂京春⽇
4239 ⽂京区 アマノマネジメントサービス株式会社 東京⽀店
4240 ⽂京区 株式会社チャイルド本社東京営業所
4241 ⽂京区 株式会社ジャパンクリニカルサービス 後楽園業務センター
4242 ⽂京区 東洋テック株式会社
4243 ⽂京区 株式会社⾼研
4244 ⽂京区 扶桑精機株式会社
4245 ⽂京区 東京保健⽣活協同組合東京健⽣病院
4246 ⽂京区 株式会社損害保険リサーチ調査部・専⾨調査課
4247 ⽂京区 シンテック株式会社
4248 ⽂京区 株式会社 ⼤⾕
4249 ⽂京区 テラルテクノサービス株式会社
4250 ⽂京区 伊藤超短波株式会社
4251 ⽂京区 ⽇本郵便株式会社 ⼩⽯川郵便局
4252 ⽂京区 ⽇本道路株式会社東京⽀店
4253 ⽂京区 エヌディーリース・システム株式会社
4254 ⽂京区 株式会社  講談社
4255 ⽂京区 株式会社アベコー
4256 ⽂京区 凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
4257 ⽂京区 株式会社 ⼤⽊
4258 ⽂京区 株式会社 ⽂渓堂
4259 ⽂京区 東京消防庁⼩⽯川消防署⼤塚出張所
4260 ⽂京区 警視庁⼤塚警察署
4261 ⽂京区 藤⽥観光⼯営株式会社
4262 ⽂京区 ⼭浦印刷株式会社



4263 ⽂京区 慶昌堂印刷 株式会社
4264 ⽂京区 ⾳⽻建物（株）グリーン事業本部
4265 ⽂京区 中川化学装置 株式会社
4266 ⽂京区 株式会社 フクイン
4267 ⽂京区 アルフレッサ株式会社⽂京事業所
4268 ⽂京区 フジッコ 株式会社
4269 ⽂京区 全薬⼯業株式会社
4270 ⽂京区 株式会社 不⼆家洋菓⼦事業本部
4271 ⽂京区 株式会社 協振技建
4272 ⽂京区 株式会社 ⽟露園
4273 ⽂京区 住友電⼯システムソリューション株式会社
4274 ⽂京区 株式会社 村⽥⾦箔
4275 ⽂京区 美津野商事 株式会社
4276 ⽂京区 東邦薬品株式会社 ⽂京事業所
4277 ⽂京区 ⽇本⼤学豊⼭⾼等学校
4278 ⽂京区 有限会社 酒巻商店
4279 ⽂京区 酒井⼯業 株式会社
4280 ⽂京区 ⽇新印刷 株式会社
4281 ⽂京区 株式会社ダイマス
4282 ⽂京区 三桜商事 株式会社
4283 ⽂京区 株式会社 とみをかや
4284 ⽂京区 株式会社 暁印刷
4285 ⽂京区 スピック・バンスター 株式会社
4286 ⽂京区 株式会社 ⼩⽯川⾃動⾞整備⼯場
4287 ⽂京区 髙島産業 株式会社
4288 ⽂京区 近代美術 株式会社
4289 ⽂京区 永和印刷 株式会社
4290 ⽂京区 筑波⼤学附属視覚特別⽀援学校
4291 ⽂京区 株式会社 ニッカトー東京⽀社
4292 ⽂京区 共同紙業 株式会社
4293 ⽂京区 ＳＯＭＰＯケア株式会社
4294 ⽂京区 株式会社 図書館流通センター
4295 ⽂京区 ⼤衛株式会社
4296 ⽂京区 ツジカワ株式会社
4297 ⽂京区 株式会社 セン・グラフィックアーツ
4298 ⽂京区 有限会社平原建設⼯業
4299 ⽂京区 トヨタモビリティ東京株式会社⽂京護国寺店
4300 ⽂京区 株式会社 オノダ
4301 ⽂京区 瀧住電機⼯業株式会社東京⽀店
4302 ⽂京区 ⾸都⾼メンテナンス⻄東京株式会社 護国寺事務所
4303 ⽂京区 （株）サンプラネット
4304 ⽂京区 ⼤⽇本図書株式会社
4305 ⽂京区 株式会社 ⼆葉企画



4306 ⽂京区 株式会社 外装専科
4307 ⽂京区 紅屋オフセット株式会社
4308 ⽂京区 藤⽥観光株式会社ホテル椿⼭荘東京
4309 ⽂京区 ⽮萩エレベータ株式会社
4310 ⽂京区 株式会社新興出版社啓林館東京⽀社
4311 ⽂京区 株式会社フォーネット社
4312 ⽂京区 株式会社ダイト
4313 ⽂京区 株式会社カテックス
4314 ⽂京区 株式会社 東邦機電
4315 ⽂京区 双葉⼯芸印刷株式会社東京事業所
4316 ⽂京区 介護⽼⼈保健施設⾳⽻えびすの郷
4317 ⽂京区 株式会社 ⼭貴建設
4318 ⽂京区 ⽂京⼤塚⾼齢者在宅サービスセンター
4319 ⽂京区 昭和梱包運送株式会社
4320 ⽂京区 さくらテレコムエンジ株式会社
4321 ⽂京区 株式会社ウイン・インターナショナル
4322 ⽂京区 株式会社ダイヤ昭⽯
4323 ⽂京区 東京スバル株式会社
4324 ⽂京区 新明電材株式会社
4325 ⽂京区 国⽴⼤学法⼈東京⼤学財務部
4326 ⽂京区 東京ガスライフバル⽂京株式会社
4327 ⽂京区 株式会社 イヤサカ 東京⽀店
4328 ⽂京区 株式会社 栗原
4329 ⽂京区 ⼤和⾃動⾞整備株式会社
4330 ⽂京区 ⽇本郵便株式会社本郷郵便局
4331 ⽂京区 株式会社 イヤサカ 本社営業部
4332 ⽂京区 東京消防庁本郷消防署
4333 ⽂京区 ⼤和冷機⼯業株式会社千代⽥営業所
4334 ⽂京区 東京⼯事警備株式会社
4335 ⽂京区 ⽂化シャッター株式会社住宅建材東⽇本⽀社
4336 ⽂京区 株式会社ＭＭコーポレーション東京中央⽀店
4337 ⽂京区 国⽴⼤学法⼈東京⼤学農学部
4338 ⽂京区 新和興業株式会社
4339 ⽂京区 ｱｲ･ﾃｲ･ｴｲ･ｳﾞｲﾃﾞｵ･ｻｰﾋﾞｽ株式会社
4340 ⽂京区 クルツァージャパン株式会社
4341 ⽂京区 ミズホ株式会社
4342 ⽂京区 ⽇晴ビジネス株式会社
4343 ⽂京区 株式会社アルバース東京オフィス
4344 ⽂京区 株式会社ニデック 東京営業部
4345 ⽂京区 株式会社パースジャパン
4346 ⽂京区 牧⼝ゴム株式会社
4347 ⽂京区 クリエートメディック株式会社東京営業所
4348 ⽂京区 欧⽂印刷株式会社



4349 ⽂京区 マテックス建材株式会社
4350 ⽂京区 メディア株式会社
4351 ⽂京区 株式会社六濤
4352 ⽂京区 株式会社マキタ東京⽀店
4353 ⽂京区 ⽇本総合住⽣活株式会社 関東⽀
4354 ⽂京区 テック株式会社
4355 ⽂京区 国⽴⼤学法⼈東京⼤学地震研究所
4356 ⽂京区 パシフイックエンジニアリング株式会社
4357 ⽂京区 ⽔野産業株式会社
4358 ⽂京区 旭精機⼯業株式会社
4359 ⽂京区 株式会社グローリーテクノ２４
4360 ⽂京区 株式会社 北英リビング
4361 ⽂京区 株式会社 岡⼭
4362 ⽂京区 株式会社 京都科学
4363 ⽂京区 株式会社 ユーオーエス
4364 ⽂京区 株式会社 むら⼋
4365 ⽂京区 ビックホリデー株式会社
4366 ⽂京区 株式会社三共社
4367 ⽂京区 東京ガスリビングライン㈱
4368 ⽂京区 株式会社 オーディオテクニカ
4369 ⽂京区 ⼤洋製薬株式会社
4370 ⽂京区 藤村クレスト株式会社東京事業本部
4371 ⽂京区 チェスト株式会社
4372 ⽂京区 医療法⼈社団ＹＡＹＯＩやよい在宅クリニック
4373 ⽂京区 フクダ電⼦東京中央販売株式会社
4374 ⽂京区 株式会社 東⽇本宇佐美
4375 ⽂京区 宮野医療器株式会社東京営業所
4376 ⽂京区 明和グラビア株式会社東京店
4377 ⽂京区 井村屋株式会社 関東⽀店
4378 ⽂京区 株式会社 秋⼭製作所
4379 ⽂京区 泉⼯医科⼯業 株式会社
4380 ⽂京区 東京サラヤ株式会社メディカル事業本部東京⽀店
4381 ⽂京区 株式会社 本郷いわしや
4382 ⽂京区 新明電材株式会社 ⽂京営業所
4383 ⽂京区 ⽇京テクノス 株式会社
4384 ⽂京区 株式会社 ライフメッド
4385 ⽂京区 株式会社アイリックコーポレーション
4386 ⽂京区 株式会社 光陽社
4387 ⽂京区 アドマックス 株式会社
4388 ⽂京区 株式会社 ナンバーワン
4389 ⽂京区 株式会社 ⽮沢科学
4390 ⽂京区 永島医科器械 株式会社
4391 ⽂京区 株式会社 ⽥沢製作所



4392 ⽂京区 株式会社 ⼤原梱包運輸
4393 ⽂京区 株式会社 前⽥製作所
4394 ⽂京区 ⾼橋⼯業株式会社
4395 ⽂京区 ⽇本下⽔道事業団関東・北陸総合事務所
4396 ⽂京区 株式会社 イヤサカ
4397 ⽂京区 セフテック 株式会社
4398 ⽂京区 株式会社 ⾼⼭
4399 ⽂京区 株式会社 建築資料研究社
4400 ⽂京区 警視庁本富⼠警察署
4401 ⽂京区 株式会社ジーシー昭和薬品
4402 ⽂京区 東⻄産業貿易株式会社東京営業所
4403 ⽂京区 ⽇興システック 株式会社
4404 ⽂京区 株式会社MMコーポレーション
4405 ⽂京区 株式会社 太平エンジニアリング
4406 ⽂京区 株式会社和気 関東営業部
4407 ⽂京区 株式会社ケンシンインスペクションセンター
4408 ⽂京区 ⾳⽻印刷 株式会社
4409 ⽂京区 ササキ株式会社 本郷⽀店
4410 ⽂京区 株式会社 双峯農産
4411 ⽂京区 東京⽔道サービス株式会社本郷事務所
4412 ⽂京区 株式会社ホギメディカル東京営業所
4413 ⽂京区 ⽇本ロコイド株式会社
4414 ⽂京区 株式会社 ⻄野医科器械
4415 ⽂京区 株式会社 宇佐美エナジー
4416 ⽂京区 アトムメディカル株式会社
4417 ⽂京区 株式会社リィツメディカル東京営業所
4418 ⽂京区 明治⽣命保険相互会社上野⽀店 後楽園営業所
4419 ⽂京区 国⽴⼤学法⼈東京⼤学⼤学院⼯学系研究科
4420 ⽂京区 株式会社ＴＯＮＥＧＡＷＡ
4421 ⽂京区 フクダ電⼦株式会社
4422 ⽂京区 株式会社ヒラサワ
4423 ⽂京区 東京都⽔道株式会社 東京⽔道局⽂京営業所
4424 ⽂京区 株式会社⼋光本郷⽀店
4425 ⽂京区 株式会社 東⽇本宇佐美４販売⽀店
4426 ⽂京区 関東エア・ウォーター株式会社東京医療⽀店 東京営業所
4427 ⽂京区 ケイセイ医科⼯業株式会社
4428 ⽂京区 株式会社シノケンファシリティ―ズ
4429 ⽂京区 株式会社イノメディックス本郷営業所
4430 ⽂京区 株式会社防災メンテナンス
4431 ⽂京区 株式会社 ⼩平製作所
4432 ⽂京区 パラテクノ株式会社
4433 ⽂京区 株式会社 丸芝本社
4434 ⽂京区 東京トロン株式会社



4435 ⽂京区 株式会社 TOWA
4436 ⽂京区 医療法⼈社団⿓岡会
4437 ⽂京区 株式会社ｼﾞｪｰ・ｴﾌ・ｼｰ・ｾｰﾙｽﾌﾟﾗﾝ
4438 ⽂京区 株式会社⼯業技術研究所第⼆事業部
4439 ⽂京区 理科研 株式会社
4440 ⽂京区 株式会社 ベステックス
4441 ⽂京区 ⽇本義⼿⾜製造株式会社
4442 ⽂京区 株式会社⽵⼭東京⽀店
4443 ⽂京区 ガイアパイル株式会社
4444 ⽂京区 株式会社ジーエムシー
4445 ⽂京区 株式会社千代⽥テクノル 東京営業所
4446 ⽂京区 株式会社関東ｴﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ計装システム事業部
4447 ⽂京区 東京スバル株式会社本郷店
4448 ⽂京区 東京都⽔道局⽔運⽤センター
4449 ⽂京区 株式会社エムエス
4450 ⽂京区 アールイーメディカル株式会社
4451 ⽂京区 株式会社 ⽇本環境科学研究所
4452 ⽂京区 株式会社メディカルリーダーズ
4453 ⽂京区 株式会社三誠
4454 ⽂京区 株式会社ジーシー
4455 ⽂京区 株式会社はんだや
4456 ⽂京区 プリテック株式会社印書館事業部
4457 ⽂京区 株式会社夏⽬製作所
4458 ⽂京区 Ivoclar Vivadent ㈱
4459 ⽂京区 富⼠平⼯業株式会社
4460 ⽂京区 株式会社東京科研
4461 ⽂京区 社会福祉法⼈ 福⾳会 ⽂京本郷⾼齢者在宅サービスセンター
4462 ⽂京区 増⽥住宅機器株式会社
4463 ⽂京区 株式会社全⽇本ガードシステム
4464 ⽂京区 第⼀医科株式会社
4465 ⽂京区 株式会社⼋神製作所
4466 ⽂京区 ⽇本空調サービス⼯業株式会社
4467 ⽂京区 株式会社ニプロ
4468 ⽂京区 オカモト株式会社
4469 ⽂京区 株式会社 カーク
4470 ⽂京区 ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
4471 ⽂京区 メディキット株式会社
4472 ⽂京区 株式会社イワサ・アンド・エムズ
4473 ⽂京区 株式会社松⾵東京⽀社
4474 ⽂京区 国⽴⼤学法⼈東京⼤学⼤学院理学系研究科理学部
4475 ⽂京区 株式会社要⼯業東京営業所
4476 ⽂京区 株式会社第⼀科学
4477 ⽂京区 有限会社ヨシムラ



4478 ⽂京区 ヨネックス株式会社
4479 ⽂京区 ユフ精器株式会社
4480 ⽂京区 株式会社⼯業技術研究所
4481 ⽂京区 株式会社 千代⽥テクノルエンジニアリング本部
4482 ⽂京区 株式会社トップ東京営業所
4483 ⽂京区 ミズホアーバン株式会社
4484 ⽂京区 富久無線電機株式会社
4485 ⽂京区 タカイ医科⼯業株式会社
4486 ⽂京区 株式会社杉元
4487 ⽂京区 株式会社 和科盛商会
4488 ⽂京区 株式会社 根本杏林堂
4489 ⽂京区 理科研株式会社
4490 ⽂京区 株式会社イナミ
4491 ⽂京区 久保⽥商事株式会社
4492 ⽂京区 東京都⽔道局⽔質センター
4493 ⽂京区 株式会社ケー・アイ・エス
4494 ⽂京区 株式会社宅配
4495 ⽂京区 ストー⽸詰株式会社
4496 ⽂京区 株式会社いわしや永井
4497 ⽂京区 家⽥化学薬品株式会社
4498 ⽂京区 幸和商事株式会社
4499 ⽂京区 株式会社カイノス
4500 ⽂京区 エコル株式会社
4501 ⽂京区 株式会社⼤⼿
4502 ⽂京区 株式会社本郷エルシー
4503 ⽂京区 株式会社⼤仁商店
4504 ⽂京区 株式会社スズキ⾃販東京⽂京サービスセンター
4505 ⽂京区 株式会社フジタ医科器械
4506 ⽂京区 吉乃川株式会社
4507 ⽂京区 フクダエム・イー⼯業株式会社東京営業所
4508 ⽂京区 コスモテック株式会社
4509 ⽂京区 ⾓⽥無線電機株式会社
4510 ⽂京区 株式会社エーヴィスシステムズ
4511 ⽂京区 ⽇本フリーザー株式会社
4512 ⽂京区 松吉医科器械株式会社
4513 ⽂京区 グローリー株式会社⾸都圏⽀店
4514 ⽂京区 中央シェル⽯油販売株式会社
4515 ⽂京区 株式会社 ＲＥＣ 東京⽀店
4516 ⽂京区 株式会社 髙⻑
4517 ⽂京区 株式会社 瑞穂
4518 ⽂京区 株式会社東急コミュニティー東京中央⽀店
4519 ⽂京区 ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 ⾸都圏⽀社
4520 ⽂京区 株式会社 鈴⽊組



4521 ⽂京区 ＮＡＳ ＫＩＤＳ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＢＵＮＫＹＯ
4522 ⽂京区 株式会社 ⾼橋管⼯社
4523 ⽂京区 トーヨー科建株式会社
4524 ⽂京区 旭商事株式会社
4525 ⽂京区 警視庁駒込警察署
4526 ⽂京区 トリヤマ株式会社
4527 ⽂京区 ダイセーロジスティクス株式会社本社
4528 ⽂京区 株式会社カタヤマ東京⽀店
4529 ⽂京区 株式会社 イシイ
4530 ⽂京区 エヌデック株式会社
4531 ⽂京区 東京硝⼦器械株式会社
4532 ⽂京区 株式会社 フレーベル館
4533 ⽂京区 社会福祉法⼈ 桜栄会
4534 ⽂京区 ⽇本衛⽣⼯事株式会社
4535 ⽂京区 株式会社 三共設備⼯業
4536 ⽂京区 東京冷機⼯業 株式会社
4537 ⽂京区 ⽇本住宅パネル⼯業協同組合
4538 ⽂京区 開隆堂出版 株式会社
4539 ⽂京区 新北⽃警備保障株式会社
4540 ⽂京区 有限会社 原⽥左官⼯業所
4541 ⽂京区 学校法⼈ ⽇本医科⼤学
4542 ⽂京区 根津建設 株式会社
4543 ⽂京区 ⼤進重機⼯事株式会社
4544 ⽂京区 株式会社サンユーメディカル
4545 ⽂京区 新⽣ビルテクノ株式会社
4546 ⽂京区 株式会社 上之原⼯務店
4547 ⽂京区 社会福祉法⼈ 東京福祉会
4548 ⽂京区 株式会社ホンダカーズ東京中央駒込店
4549 ⽂京区 有限会社 ホーエイ
4550 ⽂京区 株式会社 スドー
4551 ⽂京区 株式会社 アストリア
4552 ⽂京区 受信サービス株式会社
4553 ⽂京区 ⽇本化薬株式会社東部⽀社
4554 ⽂京区 安積濾紙株式会社東京⽀店
4555 台東区 警視庁 （他5）
4561 台東区 アイ代⾏ジャパン
4562 台東区 ㈱グローバルネットさくら（東京アクセスドライバーズ）
4563 台東区 ＭＥＧＵ運転代⾏
4564 台東区 警視庁職員信⽤組合上野⽀店
4565 台東区 富⼠フィルムビジネスイノベーションジャパン（株）
4566 台東区 東⽇本電気エンジニアリング㈱東京信号サービスセンター
4567 台東区 三共スポーツ株式会社
4568 台東区 凸版印刷株式会社⼈事労政本部



4569 台東区 ⼤東建託株式会社
4570 台東区 みずほ信託銀⾏（株）上野⽀店
4571 台東区 株式会社アマヤ東京営業所
4572 台東区 株式会社ＵＲコミュニティ城北住まいセンター
4573 台東区 吉野⼯業株式会社
4574 台東区 ヨモタ化学産業株式会社
4575 台東区 光誠電気⼯業株式会社
4576 台東区 アサヒ飲料販売株式会社
4577 台東区 環境設備株式会社南関東⽀店
4578 台東区 株式会社ニューギン販売
4579 台東区 TMES株式会社
4580 台東区 株式会社 藤商事東京⽀店
4581 台東区 株式会社 光新星東京⽀店
4582 台東区 株式会社 扇
4583 台東区 台東区役所都市づくり部⼟⽊事務所
4584 台東区 メトラー・トレド（株）
4585 台東区 岸本建設株式会社東京⽀店
4586 台東区 ⼩島電業株式会社
4587 台東区 学校法⼈上野学園
4588 台東区 株式会社⻑澤商店
4589 台東区 株式会社オーイズミ東京⽀店
4590 台東区 芙蓉総合リース株式会社上野⽀店
4591 台東区 ウエル・ユーカン株式会社東京⽀店
4592 台東区 中央法規出版株式会社
4593 台東区 （株）⽊曽路上野⽀店
4594 台東区 株式会社モリムラ
4595 台東区 ヘンリーシャインジャパンイースト株式会社
4596 台東区 藤川伝導機株式会社
4597 台東区 株式会サンセイアールアンドディ
4598 台東区 中央エレベーター⼯業株式会社
4599 台東区 株式会社 丸菱⾏政地図
4600 台東区 レインボー薬品株式会社
4601 台東区 ⽇信電⼦サービス株式会社東京⽀店
4602 台東区 株式会社協育
4603 台東区 株式会社 ショクカイ
4604 台東区 損害保険ジャパン株式会社東東京⽀店
4605 台東区 株式会社⽇伝 東京⽀店
4606 台東区 株式会社ジェイエムエンジニアリング東京ステーション
4607 台東区 株式会社三井住友銀⾏ 上野⽀店
4608 台東区 ⽯原ケミカル 株式会社
4609 台東区 株式会社 ICTﾌｨｰﾙﾄﾞサポート
4610 台東区 フリー⼯業株式会社
4611 台東区 ⽇野興業（株）東京⽀店



4612 台東区 社会福祉法⼈ 聖⾵会区⽴特別養護⽼⼈ホーム
4613 台東区 株式会社 創建
4614 台東区 ケイエス防⽔⼯業株式会社
4615 台東区 ⽇本ジッコウ株式会社東京⽀店
4616 台東区 関⼯商事株式会社
4617 台東区 秩⽗コンクリート⼯業株式会社
4618 台東区 東鉄⼯業株式会社東京総合⼯事所
4619 台東区 YKK株式会社ファスニング事業本部
4620 台東区 株式会社 ジャパンセットアップサービス
4621 台東区 ⽴川ブラインド⼯業株式会社城東営業所
4622 台東区 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
4623 台東区 ネット株式会社 東京営業室
4624 台東区 春⽇井製菓販売株式会社
4625 台東区 株式会社いいずな書店営業部
4626 台東区 株式会社電協
4627 台東区 株式会社エア・ガシズ・テクノス
4628 台東区 津多屋⾼橋畜産株式会社
4629 台東区 株式会社鶴⾒製作所 東京⽀店
4630 台東区 株式会社関東⽇⽴
4631 台東区 株式会社ワールドスリー
4632 台東区 ｵﾘｴﾝﾀﾙモーター株式会社営業本部
4633 台東区 株式会社キステム警備統括部
4634 台東区 株式会社 ⾼尾
4635 台東区 新明和⼯業株式会社 東京営業部
4636 台東区 三菱UFJ信託銀⾏上野⽀店
4637 台東区 株式会社 アカネソリューションズ
4638 台東区 オオサキメディカル（株）東京⽀店
4639 台東区 株式会社ライフコーポレーション
4640 台東区 オリエンタルモーター株式会社
4641 台東区 株式会社SUNTAC
4642 台東区 カミ商事株式会社 東京⽀社
4643 台東区 信井電機⼯業株式会社
4644 台東区 株式会社 鈴乃屋
4645 台東区 サミー株式会社
4646 台東区 ⽥苑酒造株式会社東京⽀店
4647 台東区 株式会社 伊⾖栄
4648 台東区 ベストリハ株式会社
4649 台東区 三井住友信託銀⾏株式会社上野⽀店
4650 台東区 写光オフィスパートナーズ（株）東京⽀店
4651 台東区 株式会社ニッチュー
4652 台東区 ⽇本電設⼯業株式会社営業統括本部 東京⽀店
4653 台東区 セントラル警備保障（株）東京警送事業部
4654 台東区 株式会社 ジェッター



4655 台東区 ソラスト台東
4656 台東区 すがた企画株式会社
4657 台東区 タカノフーズ株式会社
4658 台東区 株式会社エルビー
4659 台東区 株式会社モリタ
4660 台東区 株式会社パイオニア東京営業所
4661 台東区 株式会社啓⽂社
4662 台東区 天野アルミニウム株式会社
4663 台東区 北昭興業株式会社
4664 台東区 株式会社⼤丸松坂屋百貨店松坂屋上野店
4665 台東区 薩摩酒造株式会社東京⽀店
4666 台東区 みずほ証券株式会社上野⽀店
4667 台東区 関東キタック販売株式会社
4668 台東区 浅間商事株式会社
4669 台東区 ムサシ建設⼯業株式会社
4670 台東区 株式会社 丸善
4671 台東区 テイケイ株式会社上野⽀社上野⽀社
4672 台東区 株式会社NTTル・パルク
4673 台東区 ヤマックス株式会社営業部
4674 台東区 クミアイ化学⼯業株式会社東京⽀店
4675 台東区 株式会社キタック販売営業技術部
4676 台東区 東邦⾞輛株式会社
4677 台東区 株式会社キタック販売東京⽀店
4678 台東区 株式会社 台和
4679 台東区 朝⽇信⽤⾦庫
4680 台東区 東京ヤクルト販売株式会社
4681 台東区 株式会社⽇本⻭科⼯業社
4682 台東区 三菱マテリアルテクノ株式会社
4683 台東区 株式会社 ⼤雄
4684 台東区 株式会社クマクラ
4685 台東区 住友ファーマアニマルヘルス㈱東京事業所
4686 台東区 株式会社ジャパンTSS
4687 台東区 ウェッジ株式会社
4688 台東区 株式会社ＮＴＴ東⽇本‐南関東東京東⽀店
4689 台東区 中央ビジコム株式会社
4690 台東区 株式会社 ⽂昌堂
4691 台東区 豊丸産業株式会社 東⽇本営業所
4692 台東区 台東保健所
4693 台東区 （株）⼤⼭
4694 台東区 株式会社 理研グリーン東京⽀店
4695 台東区 東洋ポリエチレン 株式会社
4696 台東区 アドバンテック東洋株式会社
4697 台東区 株式会社上野？⽉堂



4698 台東区 株式会社 ヨシダ
4699 台東区 ホリアキ株式会社
4700 台東区 正栄⾷品⼯業株式会社
4701 台東区 フジサービス株式会社
4702 台東区 千代⽥機⼯株式会社
4703 台東区 ⽇本電計株式会社東京営業所
4704 台東区 ⼤都販売株式会社
4705 台東区 新明和⼯業株式会社パーキングシステム事業部
4706 台東区 関東サービス株式会社
4707 台東区 株式会社新星出版社
4708 台東区 都築テクノサービス株式会社
4709 台東区 ⽇本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
4710 台東区 エスメタル株式会社
4711 台東区 ＡＧＣグラスプロダクツ株式会社
4712 台東区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏上野⽀店
4713 台東区 キクヤピーエム株式会社
4714 台東区 綜合警備保障株式会社城東⽀社
4715 台東区 株式会社トクヤマデンタル東京営業所
4716 台東区 株式会社メディコン東京営業所
4717 台東区 インターコスメ株式会社
4718 台東区 常盤電業株式会社
4719 台東区 栄研化学株式会社営業統括部SC営業室
4720 台東区 栄研化学株式会社 営業統括部国内営業室東京第２営業所
4721 台東区 栄研化学株式会社機器サポート部
4722 台東区 栄研化学株式会社⾸都圏第１営業部
4723 台東区 株式会社キタック販売 東京⽀店
4724 台東区 明治安⽥⽣命保険相互会社公法⼈第三部
4725 台東区 株式会社⼤塚商会
4726 台東区 株式会社トラストアドバイザーズ
4727 台東区 株式会社  朝⽇マイクロ⼯業
4728 台東区 株式会社 三共東京⽀店
4729 台東区 株式会社 三井住友銀⾏上野法⼈エリア
4730 台東区 株式会社 平元商会東京⽀店
4731 台東区 株式会社  多慶屋
4732 台東区 株式会社レンタルのニッケン上野鉄道営業所
4733 台東区 株式会社津多屋
4734 台東区 株式会社 三洋販売 東京⽀店
4735 台東区 アイゲート株式会社
4736 台東区 ⽇信フィールドサービス（株）
4737 台東区 株式会社ＪＣＵ
4738 台東区 エス・イー・シーエレベーター株式会社
4739 台東区 共⽴⾷品 株式会社
4740 台東区 東京地下鉄株式会社（東京メトロ）



4741 台東区 株式会社 平和
4742 台東区 株式会社 エース電研
4743 台東区 プラチナ万年筆 株式会社
4744 台東区 株式会社オリエンタル・ガード・リサーチ
4745 台東区 ウォータースタンド株式会社上野営業所
4746 台東区 ⽇本⾷研株式会社上野⽀店
4747 台東区 東建コーポレーション株式会社
4748 台東区 ⽇本ゲームカード株式会社
4749 台東区 台東区役所
4750 台東区 警視庁上野警察署
4751 台東区 AGC硝⼦建材株式会社
4752 台東区 ⼤創システム株式会社
4753 台東区 株式会社 下⾕⾦属
4754 台東区 ジェントス株式会社
4755 台東区 東京消防庁上野消防署
4756 台東区 ユニペックス 株式会社東京営業所
4757 台東区 ⽇⽔製薬株式会社
4758 台東区 株式会社 東天紅上野店
4759 台東区 ⾦森藤平商事株式会社東京営業所
4760 台東区 株式会社テルミック
4761 台東区 ⼩松物産株式会社東京第⼀⽀店
4762 台東区 ⼩松物産株式会社東京第⼆⽀店
4763 台東区 秩⽗産業株式会社 東京⽀店
4764 台東区 鶴⾒コンクリート株式会社東京営業所
4765 台東区 ⽇清シスコ株式会社
4766 台東区 有限会社エスマナ
4767 台東区 柴⽥科学株式会社東京営業所
4768 台東区 株式会社 プリントバッグ
4769 台東区 東京都東部公園緑地事務所
4770 台東区 公益財団法⼈東京動物園協会恩賜上野動物園
4771 台東区 株式会社 ホテイフーズコーポレーション 東京⽀店
4772 台東区 株式会社⼤淵銀器
4773 台東区 ⽔作株式会社
4774 台東区 株式会社 岩野商会東京⽀店
4775 台東区 シマ建材⼯業株式会社本社
4776 台東区 株式会社ジュバ
4777 台東区 ダイハツティーゼル東⽇本㈱
4778 台東区 中央三洋設備 株式会社パーラー事業部
4779 台東区 株式会社トーケミ
4780 台東区 株式会社ＳＡＮＫＹＯパーラー事業部
4781 台東区 星和リフォームサービス株式会社
4782 台東区 株式会社吉池
4783 台東区 株式会社 ナガホリ



4784 台東区 株式会社 カナヤス
4785 台東区 株式会社 ホーライ
4786 台東区 株式会社ダンロップモーターサイクルコーポレーション
4787 台東区 クマリフト株式会社
4788 台東区 ダイコク電機株式会社東⽇本⽀店
4789 台東区 株式会社 桑⼭
4790 台東区 桜井株式会社
4791 台東区 ホシザキ関東株式会社上野⽀店
4792 台東区 東京太洋化⼯株式会社
4793 台東区 株式会社 カナオカ
4794 台東区 ビッグ測量設計株式会社
4795 台東区 株式会社ホンダカーズ東京
4796 台東区 ⼤和冷機⼯業株式会社台東営業所
4797 台東区 ⼤和冷機⼯業株式会社港営業所
4798 台東区 ⼤和冷機⼯業株式会社墨⽥営業所
4799 台東区 ⼤和冷機⼯業株式会社港⻄営業所
4800 台東区 ⼤和冷機⼯業株式会社東京中央営業所
4801 台東区 ⾦⽅堂松本⼯業 株式会社
4802 台東区 東京貴宝株式会社
4803 台東区 株式会社 ⼤平商店
4804 台東区 株式会社 ラモーダヨシダ
4805 台東区 東急リバブル株式会社上野センター
4806 台東区 ㈱カワムラサイクル東京サービス
4807 台東区 ⼭⽔⼯業株式会社
4808 台東区 ⽇本郵便株式会社上野郵便局
4809 台東区 株式会社 ⽇本ピスコ 東京営業所
4810 台東区 株式会社アート産業
4811 台東区 ⽂化シャッター第⼀販売株式会社
4812 台東区 株式会社新井商店
4813 台東区 株式会社落合
4814 台東区 株式会社かまや
4815 台東区 株式会社協和機電
4816 台東区 社会福祉法⼈台東区社会福祉事業団 特別養護⽼⼈ホーム⾕中
4817 台東区 ナカ・テクノメタル株式会社
4818 台東区 三菱電機住環境システムズ株式会
4819 台東区 富⼠冷熱株式会社
4820 台東区 トヨタモビリティ東京株式会社台東店
4821 台東区 株式会社国光 東京事業所
4822 台東区 東京電⼒パワーグリッド株式会社上野⽀店
4823 台東区 株式会社インターメディカル
4824 台東区 株式会社⼩泉商店
4825 台東区 杉⽥エース株式会社東京営業所
4826 台東区 株式会社プラザエンタープライズ



4827 台東区 アース・グリーン株式会社
4828 台東区 ⾓⽥電気⼯業株式会社
4829 台東区 株式会社JSS本社
4830 台東区 株式会社デンケン
4831 台東区 有限会社 多賀商会
4832 台東区 株式会社キクテック
4833 台東区 ⽇産⾃動⾞株式会社特約店営業部
4834 台東区 東邦化成株式会社
4835 台東区 株式会社 千⽃
4836 台東区 株式会社ローソン東京東⽀店
4837 台東区 恵⽐寿化成株式会社
4838 台東区 振興電⼦⼯業株式会社
4839 台東区 株式会社 セフティ繊維
4840 台東区 ⽇研硝⼦株式会社
4841 台東区 株式会社品川⼯業所東京営業所
4842 台東区 株式会社中村住装
4843 台東区 株式会社ヤナギダ
4844 台東区 ユージーメンテナンス株式会社
4845 台東区 ＮＳＧインテリア株式会社
4846 台東区 弘栄建技株式会社
4847 台東区 株式会社東京義髪整形
4848 台東区 ⽇新明弘テック株式会社
4849 台東区 株式会社フカツ
4850 台東区 浅野機材株式会社東京事業所
4851 台東区 東京ベルト株式会社
4852 台東区 東京天幕⾬覆商⼯協同組合
4853 台東区 丸喜株式会社東京⽀店
4854 台東区 株式会社オンダ
4855 台東区 加茂建設株式会社
4856 台東区 アトムリビンテック株式会社
4857 台東区 ⽇産⾃動⾞販売株式会社三ノ輪店
4858 台東区 株式会社飯⽥製作所
4859 台東区 警視庁下⾕警察署
4860 台東区 中村建設株式会社
4861 台東区 台東初⾳幼稚園
4862 台東区 株式会社三幸
4863 台東区 株式会社シモダイラ
4864 台東区 株式会社鈴⽊酒販売
4865 台東区 株式会社⻫藤商会
4866 台東区 株式会社フジプライズ
4867 台東区 株式会社信濃屋
4868 台東区 ⽴華学苑
4869 台東区 ⾕中幼稚園



4870 台東区 株式会社ドミノピザ上野店
4871 台東区 株式会社マルゼン東京⽀店
4872 台東区 寛永寺幼稚園
4873 台東区 旭砿末資料合資会社
4874 台東区 有限会社岩城⽯材店
4875 台東区 株式会社ムトウ東京事業本部
4876 台東区 医療法⼈社団⻘鶯会鶯⾕健診センター
4877 台東区 株式会社⻲⼭機材店
4878 台東区 台東区⽴特別養護⽼⼈ホーム三ノ輪
4879 台東区 株式会社フジサワ・マルゼン東京⽀店
4880 台東区 株式会社 ＩＫＫ 東京営業所
4881 台東区 株式会社かんぽ⽣命保険東東京法⼈⽀社
4882 台東区 ⽇本スピンドル製造株式会社
4883 台東区 株式会社仙台銘板 東京営業所
4884 台東区 ナカ⼯業株式会社
4885 台東区 株式会社共同紙販ホールディングス
4886 台東区 株式会社JTE
4887 台東区 株式会社レオパレス２１東東京⽀店
4888 台東区 株式会社マルイ
4889 台東区 株式会社アサノ⼤成基礎エンジニアリング
4890 台東区 淺野アタカ株式会社
4891 台東区 株式会社 ⽇⾠
4892 台東区 ベストリハ株式会社
4893 台東区 株式会社かんぽ⽣命保険東東京⽀店
4894 台東区 株式会社ヨシダタロウ
4895 台東区 有限会社 萬政
4896 台東区 株式会社宮本卯之助商店
4897 台東区 浅草ハム㈱
4898 台東区 ㈱⽇本不動産
4899 台東区 株式会社 モーダ・クレア
4900 台東区 ㈱スター商事
4901 台東区 ㈲今⼾モータース
4902 台東区 ㈱シー・アイ・シー
4903 台東区 ㈱川原商店
4904 台東区 株式会社 東京刃型
4905 台東区 ㈱ニッピ フジタ
4906 台東区 ミツワ産業㈱
4907 台東区 ㈱埼⽟屋クリーニング
4908 台東区 東京消防庁⽇本堤消防署
4909 台東区 東京消防庁 ⽇本堤消防署⼆天⾨出張所
4910 台東区 警視庁浅草警察署
4911 台東区 ㈱⾦澤商店
4912 台東区 株式会社加藤美蜂園本舗



4913 台東区 ⼭⽥㈱
4914 台東区 台東区⽴ 台東病院
4915 台東区 ＮＴＴアノードエナジー株式会社
4916 台東区 三井住友銀⾏浅草法⼈営業部
4917 台東区 株式会社 伊藤園 浅草⽀店
4918 台東区 デイサービスセンター なごやか浅草
4919 台東区 ⽇本コムシス株式会社東京テクノステーション
4920 台東区 富⽥興業㈱
4921 台東区 社会福祉法⼈ 清峰会
4922 台東区 ＲＯＸ ＦＩＴＮＥＳＳＣＬＵＢ ｂｅｇｉｎ
4923 台東区 あいおいニッセイ同和損害調査株式会社
4924 台東区 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京東⽀店
4925 台東区 株式会社 三井住友銀⾏浅草⽀店
4926 台東区 エクシオグループ株式会社
4927 台東区 吉⽐産業㈱東京⽀店
4928 台東区 ㈱葱善
4929 台東区 ㈱ムラタ
4930 台東区 ハート㈱浅草⽀店
4931 台東区 ㈱⼤裕商事
4932 台東区 有限会社 ユーシーベンディング商会
4933 台東区 ㈱浜⼯務店
4934 台東区 ⽊原産業㈱
4935 台東区 コイケ酸商㈱
4936 台東区 宮崎㈱
4937 台東区 ㈲星真⼯業所
4938 台東区 ㈱ミノヤ
4939 台東区 台東清掃事務所
4940 台東区 アイレック技建株式会社
4941 台東区 東京技⼯㈱東部事業所
4942 台東区 ㈱⾼⼭
4943 台東区 ㈱丸上
4944 台東区 ㈱井上商⼯
4945 台東区 ノーテープ⼯業㈱東京⽀店浅草分室
4946 台東区 中部物産貿易㈱東京⽀店
4947 台東区 ㈱テラオカ東京東営業所
4948 台東区 ミツワ㈱
4949 台東区 近藤㈱
4950 台東区 富⼠⾃動⾞興業㈱
4951 台東区 佐藤⻑⼋商事㈱
4952 台東区 ㈱澤⼯務店
4953 台東区 ㈱⽮⾙⽔道⼯業所
4954 台東区 ㈱⼭桜浅草⽀店
4955 台東区 浅草ビューホテル㈱



4956 台東区 マルカ㈱
4957 台東区 早川建設㈱
4958 台東区 ㈱桝⽥商店
4959 台東区 ㈱常盤堂雷おこし本舗
4960 台東区 ㈱カブキヤ
4961 台東区 ㈱⼤王製作所
4962 台東区 鈴秀ハウジング㈱
4963 台東区 ㈱マモル
4964 台東区 ㈱升本
4965 台東区 ㈱細川銘⽊店
4966 台東区 ㈱鈴⽊電機
4967 台東区 ㈱⾦太楼鮨本店
4968 台東区 ㈱シャミオール
4969 台東区 ㈱外為印刷
4970 台東区 吉⽥化学⼯業㈱
4971 台東区 ⽯川⾃動⾞㈱
4972 台東区 ㈱河野塗装店
4973 台東区 ㈱公園地
4974 台東区 ㈱カネコ東京営業所
4975 台東区 ㈱丸千
4976 台東区 ㈱製靴シャドウ
4977 台東区 （株）エコールオーエーシステム
4978 台東区 株式会社丸祐明⽯屋
4979 台東区 株式会社ステア
4980 台東区 ㈱ 愛和
4981 台東区 UP株式会社
4982 台東区 東邦電気⼯業株式会社情報通信事業部 管理部
4983 台東区 東邦電気⼯業株式会社統括本部⼯事管理部技術センター
4984 台東区 株式会社トミデン（本社）
4985 台東区 株式会社みずほ銀⾏浅草雷⾨法⼈部
4986 台東区 カミナガ株式会社橋場営業所
4987 台東区 株式会社ユニティ
4988 台東区 ライフネット株式会社
4989 台東区 株式会社 ﾄﾐﾅｶﾞ
4990 台東区 ⼤栄⼯業株式会社
4991 台東区 有限会社 ウィザード
4992 台東区 台東区役所都市づくり部公園管理事務所
4993 台東区 磯⽥産業
4994 台東区 ⽂化シャッター（株）浅草営業所
4995 台東区 株式会社 ホットセンド
4996 台東区 ⼋恵砂⼯業株式会社
4997 台東区 株式会社合⽻橋洋家具
4998 台東区 隅⽥川⼯業 株式会社



4999 台東区 中川装⾝具⼯業株式会社
5000 台東区 株式会社テクノフレックス
5001 台東区 株式会社島津アクセス
5002 台東区 ニューロング株式会社
5003 台東区 株式会社⽇⽴オートサービス
5004 台東区 株式会社プリンセストラヤ
5005 台東区 株式会社 東急コミュニティー
5006 台東区 リンテックコマース株式会社
5007 台東区 ⽇本仮設株式会社東京⽀店
5008 台東区 サンスター⽂具株式会社
5009 台東区 東京タック株式会社
5010 台東区 PCテクノロジー株式会社
5011 台東区 株式会社トンボ 東京⽀店
5012 台東区 株式会社中部コーポレーション東京営業所
5013 台東区 ⻄野産業株式会社
5014 台東区 フィリップス・ジャパン
5015 台東区 株式会社カジワラキッチンサプライ
5016 台東区 奥アンツーカ株式会社東京⽀店
5017 台東区 リコージャパン株式会社
5018 台東区 株式会社深⼭
5019 台東区 東京都下⽔道局北部下⽔道事務所
5020 台東区 株式会社丸東
5021 台東区 松下徽章株式会社
5022 台東区 綜合⾮破壊検査株式会社
5023 台東区 誠通商株式会社
5024 台東区 ケント照明株式会社
5025 台東区 伊藤景パック産業株式会社
5026 台東区 株式会社保坂製作所
5027 台東区 摂津⾦属⼯業株式会社
5028 台東区 ＮＴＴデータカスタマサービス株式会社⾸都圏⽀社蔵前営業所
5029 台東区 株式会社オダギリ
5030 台東区 浅草ファミリークリニック
5031 台東区 東京都下⽔道サービス株式会社北部ポンプ所保全事務所
5032 台東区 株式会社コロンブス
5033 台東区 藤⼭商事株式会社
5034 台東区 浅⽥商事株式会社
5035 台東区 杏林製薬株式会社城北営業所 城東営業所
5036 台東区 株式会社三栄コーポレーション
5037 台東区 ⼩野⽥ケミコ株式会社MI事業部
5038 台東区 株式会社バンダイ
5039 台東区 モリトジャパン株式会社
5040 台東区 東京消防庁浅草消防署
5041 台東区 オリエンタルモーター株式会社



5042 台東区 株式会社アイホールディングス
5043 台東区 イワタニアグリーン株式会社
5044 台東区 株式会社アイリス寿営業所
5045 台東区 株式会社 ハマ
5046 台東区 ⽇本健康医療専⾨学校
5047 台東区 アズマ株式会社
5048 台東区 ⽊邨紙業株式会社
5049 台東区 ⼤榮⻭科産業株式会社
5050 台東区 中央ビルサービス株式会社
5051 台東区 ⽇本マタイ株式会社
5052 台東区 東京都下⽔道サービス株式会社台東事業所
5053 台東区 有限会社三洋商会
5054 台東区 ＪＦＥ⽇建板株式会社
5055 台東区 株式会社エフ・ビー・エム
5056 台東区 東京都下⽔道サービス（株）北部施⼯管理事務所
5057 台東区 誠宏産業株式会社
5058 台東区 警視庁蔵前警察署
5059 台東区 スターティア株式会社
5060 台東区 株式会社LIXILリニューアル
5061 台東区 東京都⽔道局東部建設事務所
5062 台東区 中三エスティ株式会社
5063 台東区 ガリレイパネルクリエイト株式会社
5064 台東区 島津サイエンス東⽇本株式会社
5065 台東区 三信建設⼯業株式会社
5066 台東区 ⽇本アイ・エス・ケイ株式会社
5067 台東区 アトー株式会社
5068 台東区 株式会社三宅電気⼯業所
5069 台東区 ⽟⽥株式会社
5070 台東区 医療法⼈社団 輝⽣会たいとう診療所
5071 台東区 タカハシガリレイ株式会社
5072 台東区 ナイス株式会社
5073 台東区 株式会社ビルワーク
5074 台東区 星和電機株式会社 東京⽀社
5075 台東区 ㈱エフ・エー・テクノ
5076 台東区 滝川株式会社
5077 台東区 育良精機株式会社
5078 台東区 株式会社ヨシダサービス
5079 台東区 株式会社エイ・ピー
5080 台東区 株式会社ウエルストン
5081 台東区 ⼤⻄商⼯株式会社
5082 台東区 株式会社エムエムアンドニーク
5083 台東区 ダイオテック東京株式会社
5084 台東区 東横イン上野⽥原町駅



5085 台東区 株式会社エスシー
5086 台東区 株式会社 ニエカワ設備
5087 台東区 株式会社 マイタック
5088 台東区 株式会社エポック社
5089 台東区 株式会社アースリレーションズ
5090 台東区 東宝商事株式会社
5091 台東区 株式会社東京エコール
5092 台東区 株式会社サクラクレパス東京⽀社
5093 台東区 ⽯川株式会社
5094 台東区 株式会社フィヨーレコスメティクス
5095 台東区 興和精機株式会社
5096 台東区 テンパール⼯業株式会社東京⽀店
5097 台東区 フクシマガリレイ株式会社東京営業所
5098 台東区 株式会社にしばた東京営業所
5099 台東区 村上⼯業株式会社
5100 台東区 株式会社幸徳ボタン
5101 台東区 相⽥化学⼯業株式会社
5102 台東区 台東⾃動⾞販売株式会社
5103 台東区 細野興業株式会社
5104 台東区 株式会社協進エル
5105 台東区 佐久間⽊材株式会社
5106 台東区 ⽇本機材貿易株式会社
5107 台東区 有限会社モーリス・グループ
5108 台東区 株式会社 マキテック
5109 台東区 川村通商株式会社
5110 台東区 中外商⼯株式会社東京⽀店
5111 台東区 ローヤル株式会社
5112 台東区 ニシムラ株式会社
5113 台東区 三協エアテック株式会社
5114 台東区 株式会社 ニッケイトラスト
5115 台東区 株式会社エム・ケイ・リンク
5116 台東区 ⽩⾦化成株式会社
5117 台東区 新興サービス株式会社
5118 台東区 三⾕セキサン株式会社東京⽀店
5119 台東区 株式会社アスカ
5120 台東区 株式会社 グロービック
5121 台東区 株式会社⼩善本店
5122 台東区 浅草建材リース販売株式会社
5123 台東区 ⼩川峰株式会社
5124 台東区 リック株式会社
5125 台東区 英和商⼯株式会社東京事業本部
5126 台東区 株式会社碓井
5127 台東区 中越クリーンサービス



5128 台東区 緑川化成⼯業株式会社
5129 台東区 ＪＦＥシビル株式会社物流建設事業部
5130 台東区 ＪＦＥシビル株式会社建築事業部
5131 台東区 ＪＦＥシビル株式会社社会基盤事業部
5132 台東区 東京信⽤警備保障株式会社
5133 台東区 株式会社ノダ
5134 台東区 ⾼崎事務器株式会社
5135 台東区 株式会社コジマ
5136 台東区 株式会社ヤマト東京⽀店
5137 台東区 ハインツ⽇本株式会社
5138 台東区 株式会社佐々⽊商事
5139 台東区 ノグチアート株式会社
5140 台東区 ヤナコテクニカルサイエンス株式会社
5141 台東区 吉美産業株式会社
5142 台東区 ⼭美津電気株式会社
5143 台東区 株式会社シルバー商会
5144 台東区 シーシービー株式会社
5145 台東区 アシックス商事株式会社東京⽀店
5146 台東区 ゼット株式会社東京店
5147 台東区 株式会社 今半
5148 台東区 株式会社シモジマ
5149 台東区 株式会社ウエノシステック
5150 台東区 株式会社エヌビーエス
5151 台東区 タスクイクイップメント株式会社
5152 台東区 コンビ株式会社東京営業所
5153 台東区 柳井紙⼯株式会社
5154 台東区 株式会社ショッププランナー国際
5155 台東区 学校法⼈蔵前幼稚園
5156 台東区 株式会社新⽇通東京⽀店
5157 台東区 ⻑井紙業株式会社
5158 台東区 エヌビーエル
5159 台東区 チヨダウーテ株式会社東京⽀店
5160 台東区 スターティア株式会社
5161 台東区 株式会社藤⽥建装
5162 台東区 倉⽥包装株式会社
5163 台東区 株式会社ナガノ
5164 台東区 東亜管財株式会社
5165 台東区 株式会社サン・フレイム
5166 台東区 菅公⼯業株式会社
5167 台東区 株式会社久⽉
5168 台東区 株式会社 サンワ豊原
5169 台東区 株式会社フジコー
5170 台東区 株式会社町⽥電話⼯業



5171 台東区 株式会社三橋製作所東京営業所
5172 台東区 ⽇産⾃動⾞販売株式会社 販売部
5173 台東区 東京吉岡株式会社
5174 台東区 株式会社本間商店
5175 台東区 新三平建設株式会社
5176 台東区 株式会社三菱UFJ銀⾏
5177 台東区 東京メタル株式会社
5178 台東区 株式会社ＦＰパートナー恵⽐寿⽀店
5179 台東区 株式会社ＦＰパートナー丸の内⽀社
5180 台東区 株式会社ＦＰパートナー神⽥⽀店
5181 台東区 株式会社ＦＰパートナー⼤⼿町⽀店
5182 台東区 株式会社ＦＰパートナー東関東⽀店
5183 台東区 株式会社博愛社
5184 台東区 株式会社浅草開化楼
5185 台東区 株式会社コバヤシ本社
5186 台東区 菁⽂堂株式会社
5187 台東区 株式会社エス・ビルト
5188 台東区 株式会社⽟⾕共栄堂
5189 台東区 アゼアス株式会社
5190 台東区 有限会社⽯⼭製作所
5191 台東区 株式会社オーエ東京⽀店
5192 台東区 ゼネラルタック株式会社
5193 台東区 朝⽇印刷株式会社
5194 台東区 松本徽章⼯業株式会社
5195 台東区 ⽇本郵便株式会社 浅草郵便局
5196 台東区 ＩＨＩ運搬機械株式会社
5197 台東区 サンビー株式会社
5198 台東区 株式会社フジマック上野営業所
5199 台東区 東京都下⽔道局第⼀基幹施設再構築事務所
5200 台東区 ネッツトヨタ東都株式会社台東店
5201 台東区 株式会社 ⾼布 東京営業所
5202 台東区 仙⽥株式会社東京店
5203 台東区 カナガワ株式会社
5204 台東区 親宏ゴム⼯業株式会社
5205 台東区 シーレックス株式会社
5206 台東区 松下⼯機株式会社
5207 台東区 株式会社サラシナ
5208 台東区 （有）北信紙業
5209 台東区 ⻄⼭電気株式会社
5210 台東区 東本願寺
5211 台東区 株式会社オリカサ
5212 台東区 ⽇産⾃動⾞販売株式会社台東店
5213 台東区 株式会社ウスイ包装



5214 台東区 株式会社ユニティ
5215 台東区 ⽇本コパック株式会社
5216 台東区 株式会社菊星
5217 台東区 ⼩野⽥ケミコ株式会社シールド事業部
5218 墨⽥区 警視庁 （他１）
5220 墨⽥区 株式会社クイック社
5221 墨⽥区 警視庁本所警察署
5222 墨⽥区 東宝建設株式会社
5223 墨⽥区 ＴＯＴＯエムテック株式会社
5224 墨⽥区 宮澤模型株式会社
5225 墨⽥区 株式会社サトックス
5226 墨⽥区 株式会社テックササキ東京営業所
5227 墨⽥区 カワムラサービス株式会社
5228 墨⽥区 ダイオーミウラ株式会社
5229 墨⽥区 株式会社ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ錦⽷町事務所
5230 墨⽥区 ＳＦエンジニアリング株式会社
5231 墨⽥区 株式会社タイセイ・ハウジー錦⽷町営業所
5232 墨⽥区 株式会社⼤⻄熱学
5233 墨⽥区 東京消防庁本所消防署
5234 墨⽥区 財団法⼈ 東京都結核予防会
5235 墨⽥区 ウチダ株式会社
5236 墨⽥区 医建エンジニアリング株式会社
5237 墨⽥区 墨⽥区すみだ清掃事務所
5238 墨⽥区 ⼗⼀房印刷⼯業株式会社
5239 墨⽥区 ⽇本郵便株式会社 本所郵便局
5240 墨⽥区 メリタジャパン株式会社関東サービスステーション
5241 墨⽥区 墨⽥区役所
5242 墨⽥区 ｱｻﾋﾄﾞﾗﾌﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社
5243 墨⽥区 ﾆｯﾀｴｱｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社東京技術センター
5244 墨⽥区 株式会社オーエイ技建
5245 墨⽥区 株式会社⼭櫻 墨⽥⽀店
5246 墨⽥区 クリーン冷熱販売株式会社
5247 墨⽥区 トーテス株式会社
5248 墨⽥区 岡部株式会社
5249 墨⽥区 ⼭治硝⼦産業 株式会社
5250 墨⽥区 株式会社 ユヤマ 東京営業所
5251 墨⽥区 株式会社佳友
5252 墨⽥区 アットホーム株式会社城東営業所
5253 墨⽥区 株式会社昭電
5254 墨⽥区 ⽇の本研磨材株式会社
5255 墨⽥区 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電材ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
5256 墨⽥区 （株）⼤和研材商会
5257 墨⽥区 ＯＫＡＣＯＮ株式会社東京⽀店



5258 墨⽥区 樋⽥建設⼯業株式会社
5259 墨⽥区 川島商事株式会社東⽇本営業本部
5260 墨⽥区 岡建⼯事株式会社
5261 墨⽥区 ⼤光電機株式会社
5262 墨⽥区 株式会社ナカトミ
5263 墨⽥区 ＳＭＢＣ⽇興證券株式会社錦⽷町⽀店
5264 墨⽥区 株式会社ＳＨＵＵＥＩ
5265 墨⽥区 ⼩林屋硝⼦株式会社
5266 墨⽥区 株式会社萩原
5267 墨⽥区 ⾔問幼稚園
5268 墨⽥区 株式会社中央住宅マイルドスクウェア事業部
5269 墨⽥区 ⼤和商事（株）
5270 墨⽥区 ファーストカム株式会社東部営業所
5271 墨⽥区 アマノ株式会社 錦⽷町⽀店
5272 墨⽥区 （株）柳島寿々喜園
5273 墨⽥区 ⻩桜酒造（株）東京⽀店
5274 墨⽥区 東武緑地株式会社
5275 墨⽥区 ⼤倉⾃動⾞⼯業（株）
5276 墨⽥区 東京東信⽤⾦庫
5277 墨⽥区 墨東化成⼯業株式会社
5278 墨⽥区 株式会社ＵＲコミュニティ東京東住まいセンター
5279 墨⽥区 フレアス在宅マッサージ両国
5280 墨⽥区 （株）⽇本屋楽器
5281 墨⽥区 株式会社メディセオ東京病院第⼆⽀店
5282 墨⽥区 株式会社関電⼯東部⽀社
5283 墨⽥区 東京⽇産⾃動⾞販売株式会社墨⽥菊川店
5284 墨⽥区 天理教東本⼤教会
5285 墨⽥区 ⼀般財団法⼈ ⼤蔵財務協会
5286 墨⽥区 渡辺パイプ株式会社東京東設備
5287 墨⽥区 第⼀⼯業 株式会社東京本店
5288 墨⽥区 株式会社ＷＡＴＥＲ ＷＯＲＫＳ
5289 墨⽥区 三伸システムエンジニアリング株式会社
5290 墨⽥区 伊⾖商事株式会社
5291 墨⽥区 グリコチャネルクリエイト株式会社
5292 墨⽥区 （株）⼭⼝商店
5293 墨⽥区 クツワ（株）東京⽀店
5294 墨⽥区 株式会社シノダ 墨⽥店
5295 墨⽥区 （株）阪上製作所
5296 墨⽥区 株式会社⽇⽴ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ⾸都圏⽀社冷熱ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部城南統括営業
5297 墨⽥区 株式会社マクロス
5298 墨⽥区 岡⾕建材株式会社
5299 墨⽥区 みずほ証券株式会社押上⽀店
5300 墨⽥区 イトウ電機株式会社



5301 墨⽥区 ⽇本オーチスエレベータ株式会社⾸都圏⽀店・城東営業所
5302 墨⽥区 タイキ⼯業株式会社
5303 墨⽥区 朝⽇機材株式会社
5304 墨⽥区 渡辺パイプ株式会社墨⽥サービスセンター
5305 墨⽥区 （株）菊地商事
5306 墨⽥区 有限会社井坂昭三郎商店
5307 墨⽥区 株式会社三冷社 東京⽀社
5308 墨⽥区 株式会社ホンダカーズ東京押上店
5309 墨⽥区 三協エンジニアリング株式会社
5310 墨⽥区 株式会社ラインナップ
5311 墨⽥区 ⻄⽥⾦属株式会社
5312 墨⽥区 三洋興業（株）
5313 墨⽥区 （株）ムラカミ
5314 墨⽥区 ⽟の肌⽯鹸株式会社
5315 墨⽥区 アサダ株式会社 東京⽀店
5316 墨⽥区 倉敷印刷株式会社
5317 墨⽥区 東京⾃動⾞管理株式会社
5318 墨⽥区 株式会社シンドウ⼯業
5319 墨⽥区 東武⾕内⽥建設株式会社
5320 墨⽥区 ノーミシステム株式会社城東⽀社
5321 墨⽥区 株式会社五陽商会
5322 墨⽥区 株式会社 新和防災
5323 墨⽥区 株式会社⾓彦
5324 墨⽥区 有限会社アージェント
5325 墨⽥区 東京ネオプリント株式会社
5326 墨⽥区 中外製薬株式会社関東南統括⽀店城東オフィス
5327 墨⽥区 株式会社ＬＳＩﾒﾃﾞｨｴﾝｽ⾸都圏第１営業部 墨⽥営業所
5328 墨⽥区 ⽵野株式会社
5329 墨⽥区 東京都下⽔道サービス株式会社墨⽥事業所
5330 墨⽥区 株式会社ﾒﾝﾃｯｸ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ
5331 墨⽥区 株式会社リョウセイ
5332 墨⽥区 公益財団法⼈ 東京都道路整備保全公社 東部営業所
5333 墨⽥区 東亜道路⼯業株式会社東京⽀店
5334 墨⽥区 泰和建設株式会社
5335 墨⽥区 東京海上⽇動調査ｻｰﾋﾞｽ株式会社東京事業所城東調査ｵﾌｨｽ
5336 墨⽥区 株式会社スズキ⾃販東京スズキアリーナ墨⽥
5337 墨⽥区 ⾼野興業株式会社
5338 墨⽥区 株式会社フレームマン
5339 墨⽥区 ステンレス管機株式会社
5340 墨⽥区 株式会社橋梁検査センター
5341 墨⽥区 リバー株式会社
5342 墨⽥区 ダイキンエアテクノ株式会社東京⽀店
5343 墨⽥区 株式会社尾﨑防⽔



5344 墨⽥区 雄和⼯業機械株式会社
5345 墨⽥区 ＡＬＳＯＫ常駐警備株式会社
5346 墨⽥区 株式会社りそな銀⾏錦⽷町⽀店
5347 墨⽥区 ⽇興システック株式会社通信線路部
5348 墨⽥区 ユアサ・フナショク株式会社パールホテル両国
5349 墨⽥区 ダイキンエアテクノ株式会社計装事業部
5350 墨⽥区 ⼤丸産業株式会社
5351 墨⽥区 MeijiSeikaファルマ株式会社城東第⼆営業所
5352 墨⽥区 株式会社ＭＯＬＤＩＮＯ
5353 墨⽥区 株式会社丸真カンポ
5354 墨⽥区 東京都下⽔道サービス株式会社東部第⼀ポンプ所保全事業所
5355 墨⽥区 株式会社マツヤ
5356 墨⽥区 株式会社 川本製作所城東営業所
5357 墨⽥区 ライオン商事株式会社
5358 墨⽥区 北原商事株式会社営業部
5359 墨⽥区 理想科学⼯業株式会社理想浅草⽀店
5360 墨⽥区 株式会社東京鋲兼
5361 墨⽥区 株式会社⽇⽴ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ⾸都圏⽀社城北統括営業所
5362 墨⽥区 富⼠ゴム化成株式会社
5363 墨⽥区 ⼤坪電気株式会社
5364 墨⽥区 株式会社ユヤマ広域調剤営業部
5365 墨⽥区 株式会社ダイショー
5366 墨⽥区 ⼟肥野⾦属株式会社
5367 墨⽥区 株式会社 タイオリエント商事
5368 墨⽥区 株式会社マルコシ両国店
5369 墨⽥区 泉電気⼯業株式会社
5370 墨⽥区 （株）⼾室
5371 墨⽥区 株式会社 我喜⼤笑デイサービス夢楽駒形
5372 墨⽥区 （株）⽵徳
5373 墨⽥区 （株）城東⾃動⾞⼯場
5374 墨⽥区 ⽇本⾳響ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
5375 墨⽥区 （株）⾈岡製作所
5376 墨⽥区 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａファルマ株式会社 医薬東京⽀店
5377 墨⽥区 （株）三井住友銀⾏錦⽷町⽀店
5378 墨⽥区 株式会社北村製作所
5379 墨⽥区 ＳＦビルメンテナンス株式会社
5380 墨⽥区 （株）丸惣
5381 墨⽥区 ブラステル株式会社
5382 墨⽥区 新井ハガネ株式会社
5383 墨⽥区 株式会社バイオテック・ラボ
5384 墨⽥区 カイゲンファーマ株式会社東京⽀店
5385 墨⽥区 株式会社マルイ東京営業所
5386 墨⽥区 有限会社⽯橋商店



5387 墨⽥区 メディエンスサービス株式会社墨⽥サービスセンター
5388 墨⽥区 （株）モルテン東京本社
5389 墨⽥区 株式会社ハチオウ
5390 墨⽥区 並⽊盛⾃動⾞株式会社
5391 墨⽥区 株式会社ｼﾞｰｴｽ・ﾕｱｻﾊﾞｯﾃﾘｰ
5392 墨⽥区 株式会社アヅマネジ
5393 墨⽥区 株式会社ヴェスト
5394 墨⽥区 ライオンハイジーン株式会社
5395 墨⽥区 株式会社協同
5396 墨⽥区 ダイヤミック株式会社
5397 墨⽥区 ユニット株式会社 城東営業所
5398 墨⽥区 ⽇本ビルコン株式会社東⽇本事業本部⾸都圏⽀社
5399 墨⽥区 ⽇本ビルコン株式会社ＧＨＰサービスセンター
5400 墨⽥区 株式会社ザ・ベース
5401 墨⽥区 信栄通信設備株式会社
5402 墨⽥区 浦安⼯業株式会社
5403 墨⽥区 （株）成佳屋
5404 墨⽥区 BXゆとりフォーム株式会社墨⽥店
5405 墨⽥区 （株）勝美⼯務店
5406 墨⽥区 ＹＫＫ ＡＰ株式会社
5407 墨⽥区 （株）新聞センター
5408 墨⽥区 ネクセリア東⽇本株式会社関東東⽀店
5409 墨⽥区 株式会社ナック第14⽀店
5410 墨⽥区 株式会社 ⿊ばら本舗
5411 墨⽥区 ｻﾝﾃﾞﾝ・ﾘﾃｰﾙｼｽﾃﾑ株式会社
5412 墨⽥区 アサヒビール株式会社
5413 墨⽥区 株式会社みずほ銀⾏ 本所法⼈部
5414 墨⽥区 第⼀三共株式会社城東営業所
5415 墨⽥区 総合商社ベンキョウドー株式会社
5416 墨⽥区 江東⽮崎サービス（株）
5417 墨⽥区 社会福祉法⼈ｶﾒﾘｱ会墨⽥区特別養護⽼⼈ﾎｰﾑ なりひらホーム
5418 墨⽥区 三洋⼯業株式会社関東⽀店東京営業所
5419 墨⽥区 株式会社東京海上⽇動ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞTOKIO 東東京⽀店
5420 墨⽥区 ⽇本たばこ産業株式会社東京⽀社 墨⽥サテライト
5421 墨⽥区 株式会社オープンハウス錦⽷町北営業センター
5422 墨⽥区 グローリーナスカ株式会社
5423 墨⽥区 （株）施設管理サービス
5424 墨⽥区 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱東京地区本部 墨⽥営業所
5425 墨⽥区 三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社錦⽷町センター
5426 墨⽥区 帝⼈ヘルスケア株式会社東京⽀店 城東営業所
5427 墨⽥区 兵神装備株式会社
5428 墨⽥区 ミヨシ⽯鹸株式会社
5429 墨⽥区 株式会社ヤマモリ



5430 墨⽥区 ナイガイ株式会社 建材本店
5431 墨⽥区 アマノ株式会社東京クリーンシステム⽀店
5432 墨⽥区 タニコー株式会社 城東営業所
5433 墨⽥区 ウエノ株式会社東京営業所
5434 墨⽥区 株式会社⽇光プロセス
5435 墨⽥区 ベストリハ株式会社 墨⽥
5436 墨⽥区 サンメディックス株式会社
5437 墨⽥区 オーデリック株式会社東京東営業所
5438 墨⽥区 ⼭本商会株式会社東京⽀店 中央営業所
5439 墨⽥区 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ産機ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社⾸都圏⽀社
5440 墨⽥区 ⿃越製粉株式会社 東京営業所
5441 墨⽥区 五⼗嵐製箱株式会社
5442 墨⽥区 カンパネ株式会社
5443 墨⽥区 （株）ヤマヤス
5444 墨⽥区 岩⽥鋼鉄株式会社
5445 墨⽥区 株式会社ぱぱす
5446 墨⽥区 森⽥研磨材⼯業（株）
5447 墨⽥区 村井電材（株）
5448 墨⽥区 電気硝⼦建材株式会社
5449 墨⽥区 アルケア（株）
5450 墨⽥区 渡辺パイプ株式会社墨⽥電⼯サービスセンター
5451 墨⽥区 ⽇本電技株式会社
5452 墨⽥区 泉メタル株式会社
5453 墨⽥区 株式会社ヒロハマ
5454 墨⽥区 （株）ヤマナカ
5455 墨⽥区 最上建設株式会社
5456 墨⽥区 ライト⼯業株式会社 関東⽀社
5457 墨⽥区 株式会社データネットジャパン
5458 墨⽥区 株式会社福興商会
5459 墨⽥区 渡辺パイプ株式会社東京特需住設ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
5460 墨⽥区 井上定株式会社東京店
5461 墨⽥区 ナイガイ株式会社
5462 墨⽥区 坂⼝電熱株式会社
5463 墨⽥区 （株）ザナックス東京⽀店
5464 墨⽥区 アイ電気通信株式会社東京⽀店
5465 墨⽥区 株式会社ＮＴＴ東⽇本ー南関東東京東⽀店
5466 墨⽥区 株式会社オープンハウス錦⽷町南営業センター
5467 墨⽥区 株式会社ニチイ学館ニチイケアセンターおしあげ
5468 墨⽥区 株式会社商⼯組合中央⾦庫押上⽀店
5469 墨⽥区 ホシザキ関東株式会社隅⽥営業所
5470 墨⽥区 ⼤東建託株式会社 墨⽥⽀店
5471 墨⽥区 両国幼稚園
5472 墨⽥区 ⽇本ビルコン（株）



5473 墨⽥区 富⼠印刷株式会社
5474 墨⽥区 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾌｫｰﾑ株式会社⾸都圏⽀社東京営業部
5475 墨⽥区 三建リース（株）
5476 墨⽥区 株式会社 現代けんこう出版
5477 墨⽥区 沖ガラス株式会社
5478 墨⽥区 墨⽥区総合体育館
5479 墨⽥区 株式会社⼤同機械
5480 墨⽥区 メタルテック株式会社
5481 墨⽥区 加賀テクノサービス株式会社
5482 墨⽥区 エコシステムジャパン株式会社東京ｽｶｲﾂﾘｰｲｰｽﾄﾀﾜｰｵﾌｨｽ
5483 墨⽥区 江東学園幼稚園
5484 墨⽥区 旭化成ホームズ株式会社集合住宅営業本部技術部東京第⼆
5485 墨⽥区 誠産業（株）
5486 墨⽥区 アルケア株式会社 東京営業所
5487 墨⽥区 エヌ・ケイ・コミュニケーションズ株式会社
5488 墨⽥区 株式会社ロジクエスト東京東⽀店
5489 墨⽥区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏錦⽷町⽀店
5490 墨⽥区 ⽇本たばこ産業株式会社東京⽀社
5491 墨⽥区 ㈱マルベル
5492 墨⽥区 （株）榊商店
5493 墨⽥区 合同酒精株式会社
5494 墨⽥区 あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱東京東⽀店 東京東⽀社
5495 墨⽥区 株式会社アルメックス
5496 墨⽥区 医療法⼈社団⽴靖会ひまわり⻭科
5497 墨⽥区 株式会社みずほ銀⾏本所⽀店
5498 墨⽥区 昭和電機株式会社 東京⽀店
5499 墨⽥区 株式会社⽇本⻭科商社
5500 墨⽥区 株式会社⽇東
5501 墨⽥区 株式会社ミノウラ
5502 墨⽥区 国際精機（株）
5503 墨⽥区 エンパイヤ⾃動⾞株式会社
5504 墨⽥区 辻鉄鋼（株）
5505 墨⽥区 ⽇加商⼯株式会社
5506 墨⽥区 関⾕機⼯（株）
5507 墨⽥区 アース環境サービス株式会社東京東営業所
5508 墨⽥区 ヤマエ久野株式会社東京⽀社 東京⽀店
5509 墨⽥区 三栄管財株式会社
5510 墨⽥区 株式会社環境整備
5511 墨⽥区 ＳＥＭＩＴＥＣ株式会社
5512 墨⽥区 株式会社千葉銀⾏ 錦⽷町⽀店
5513 墨⽥区 株式会社マーキュロップ東京営業所
5514 墨⽥区 積⽔ハウス株式会社東京中央⽀店
5515 墨⽥区 ⽇伸精機株式会社



5516 墨⽥区 株式会社三共
5517 墨⽥区 株式会社栄進
5518 墨⽥区 株式会社カジ・コーポレーション
5519 墨⽥区 有限会社タカヤマ設備
5520 墨⽥区 東急リバブル株式会社錦⽷町センター
5521 墨⽥区 株式会社エフアイティー
5522 墨⽥区 株式会社エスジー・コーポレーション
5523 墨⽥区 助野株式会社
5524 墨⽥区 トーヨーベンディング株式会社
5525 墨⽥区 株式会社⽯⼭
5526 墨⽥区 中島アルミ株式会社本社営業部
5527 墨⽥区 株式会社⽇興商会 東京⽀店
5528 墨⽥区 株式会社ライクス
5529 墨⽥区 株式会社 吉⽥製作所
5530 墨⽥区 株式会社地盤試験所 本社
5531 墨⽥区 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 ビル本部⾸都圏⽀社 ⾸都圏⽀店
5532 墨⽥区 株式会社太平社
5533 墨⽥区 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 ビル本部⾸都圏⽀社 東京⽀店
5534 墨⽥区 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 ビル本部⾸都圏⽀社 東京中央⽀店
5535 墨⽥区 （株）アサダ
5536 墨⽥区 リノ・ハピア株式会社城東⽀店
5537 墨⽥区 下⽥通商株式会社東京営業所
5538 墨⽥区 社会福祉法⼈創⽣会ろうけん隅⽥秋光園
5539 墨⽥区 安永クリーンテック株式会社
5540 墨⽥区 テイケイ株式会社錦⽷町⽀社
5541 墨⽥区 株式会社 ⾼橋組 ⼯事部
5542 墨⽥区 ⻘恒⼯版株式会社 本社
5543 墨⽥区 加藤測器株式会社
5544 墨⽥区 紀州技研⼯業株式会社東京営業所
5545 墨⽥区 株式会社ＮＴＴ東⽇本−南関東アクセスオペレーションセンタ
5546 墨⽥区 株式会社ワタナベ両国⽀店
5547 墨⽥区 乾産業株式会社 東京営業所
5548 墨⽥区 東亜製砥⼯業株式会社東京営業所
5549 墨⽥区 株式会社 ⼤晃商会
5550 墨⽥区 株式会社 ⽂友社
5551 墨⽥区 株式会社ワプル 東京本店
5552 墨⽥区 東邦電計株式会社
5553 墨⽥区 株式会社 丸昭
5554 墨⽥区 兼⼯業株式会社東京営業所
5555 墨⽥区 ⼋潮建材⼯業株式会社
5556 墨⽥区 ⻄⽥鉄⼯株式会社関東⽀店
5557 墨⽥区 アサヒ飲料株式会社
5558 墨⽥区 岡部バルブ⼯業株式会社



5559 墨⽥区 （株）マッハ５０
5560 墨⽥区 株式会社 楠商会第⼀事業部
5561 墨⽥区 ワタミ株式会社ワタミの宅⾷ ⾸都圏両国営業所
5562 墨⽥区 ハイグロマスター株式会社
5563 墨⽥区 ハクバ写真産業（株）
5564 墨⽥区 ゼノー商事株式会社
5565 墨⽥区 東葉沢井薬品株式会社
5566 墨⽥区 有限会社アイズグラフィック
5567 墨⽥区 株式会社福屋不動産販売錦⽷町店
5568 墨⽥区 株式会社トーヨータイヤジャパン
5569 墨⽥区 株式会社⼩森コーポレーション
5570 墨⽥区 株式会社パルックス⾸都圏中部統括部
5571 墨⽥区 株式会社⻑⾕川商店
5572 墨⽥区 株式会社平野東京営業所
5573 墨⽥区 旭化成ファーマ株式会社
5574 墨⽥区 ライオン株式会社
5575 墨⽥区 ⽮作圧送株式会社
5576 墨⽥区 ⼩川医理器株式会社東京営業所
5577 墨⽥区 財団法⼈ 労働医学研究会
5578 墨⽥区 株式会社三⾼
5579 墨⽥区 （株）⽇光
5580 墨⽥区 株式会社ﾌﾙﾒﾝﾃﾌｧｼﾘﾃｨｽﾞ
5581 墨⽥区 （株）コクサイモーター
5582 墨⽥区 株式会社⽇本メディックス東京⽀店
5583 墨⽥区 株式会社阪和東京
5584 墨⽥区 ひがしんリース株式会社
5585 墨⽥区 アサヒ飲料販売株式会社墨⽥⽀店
5586 墨⽥区 株式会社渋井鋼材店
5587 墨⽥区 ⽇本電技株式会社産業ソリューション事業部
5588 墨⽥区 アイグラフィックス株式会社
5589 墨⽥区 株式会社野⼝茂樹商店
5590 墨⽥区 ⽇本電技株式会社東京本店
5591 墨⽥区 株式会社⽵内⼯業所
5592 墨⽥区 株式会社サンヨー堂
5593 墨⽥区 株式会社みやかわ
5594 墨⽥区 株式会社ソフトテック城東営業所
5595 墨⽥区 有限会社ヤマモト
5596 墨⽥区 ⻑⽵設備株式会社
5597 墨⽥区 帝⼈ヘルスケア株式会社墨東営業所
5598 墨⽥区 株式会社リペアスカイツリー前店
5599 墨⽥区 ⽇本梱包資材株式会社
5600 墨⽥区 株式会社トラストアドバイザーズ
5601 墨⽥区 株式会社 東東京第⼀興商城東⽀店



5602 墨⽥区 株式会社⽯川屋洋紙店
5603 墨⽥区 ｼﾞｮｰ･ﾌﾟﾘﾝｽ⽵下株式会社
5604 墨⽥区 横⼭印刷株式会社
5605 墨⽥区 株式会社ソケットセンター
5606 墨⽥区 東京海上⽇動⽕災保険株式会社
5607 墨⽥区 （株）シンギ東京⽀店
5608 墨⽥区 （株）イシイオイル
5609 墨⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社墨⽥蔵前橋通り店
5610 墨⽥区 ⽯六⽯材興業（株）
5611 墨⽥区 杉⽥エース 株式会社
5612 墨⽥区 坂⽥建設株式会社
5613 墨⽥区 （株）ヒラタ
5614 墨⽥区 株式会社富⼠⽩蓮社
5615 墨⽥区 （株）平⼾製作所
5616 墨⽥区 （株）久保商会
5617 墨⽥区 （株）⼭⼝シャフト
5618 墨⽥区 （株）ヤナカ
5619 墨⽥区 村良商事（株）
5620 墨⽥区 アサヒグループホールディングス株式会社
5621 墨⽥区 ロンシール⼯業（株）
5622 墨⽥区 ヨシダ印刷株式会社
5623 墨⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社墨⽥吾妻橋店
5624 墨⽥区 （株）ダイケン東京⽀店
5625 墨⽥区 フヨー株式会社
5626 墨⽥区 富⽥商事（株）
5627 墨⽥区 株式会社 ⻑沼製作所
5628 墨⽥区 向島消防署
5629 墨⽥区 株式会社 ときわ商会
5630 墨⽥区 トヨタモビリティ東京 株式会社墨⽥向島店
5631 墨⽥区 株式会社 はしもと
5632 墨⽥区 株式会社 キャプティ
5633 墨⽥区 東京スバル 株式会社 墨⽥業販センター
5634 墨⽥区 ⽇本キャタピラー合同会社
5635 墨⽥区 内⼭硝⼦ 株式会社
5636 墨⽥区 ⽇本郵便株式会社 向島郵便局第⼆集配営業部
5637 墨⽥区 株式会社 三和
5638 墨⽥区 株式会社 ⼭平屋
5639 墨⽥区 有限会社 吉⽥容器店
5640 墨⽥区 すみだ清掃事務所 分室
5641 墨⽥区 株式会社 タイルメント東京⽀店
5642 墨⽥区 株式会社ブルーホップ
5643 墨⽥区 墨⽥区特別養護⽼⼈ホームはなみずきホーム
5644 墨⽥区 株式会社 シバタ



5645 墨⽥区 株式会社 ジェイコム東京すみだ・台東局
5646 墨⽥区 ⼤額 株式会社 東京⽀社
5647 墨⽥区 株式会社消防試験協会
5648 墨⽥区 株式会社 シバタ東京⼯場
5649 墨⽥区 ベストリハ株式会社
5650 墨⽥区 有限会社 ウエマサ
5651 墨⽥区 不⼆硝⼦ 株式会社
5652 墨⽥区 警視庁向島警察署
5653 墨⽥区 株式会社 永伸社
5654 墨⽥区 株式会社 マミヤ
5655 墨⽥区 株式会社 関東マツダ墨⽥店
5656 墨⽥区 向島⽂花幼稚園
5657 墨⽥区 株式会社 エーコー
5658 墨⽥区 株式会社 オオイ
5659 墨⽥区 花王プロフェッショナルサービス株式会社
5660 墨⽥区 株式会社 イステムジャパン
5661 墨⽥区 株式会社 ハクタ商会
5662 墨⽥区 有限会社 ⼭⼆商会
5663 墨⽥区 花王ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社
5664 墨⽥区 グラパックジャパン 株式会社
5665 墨⽥区 タカラ スタンダード 株式会社東京東営業所
5666 墨⽥区 ⼭下商事 株式会社
5667 墨⽥区 花王ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｽﾀﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社
5668 墨⽥区 墨⽥区都市整備部道路公園課すみだ⼟⽊事務所
5669 墨⽥区 ⽇版グループ 株式会社
5670 墨⽥区 株式会社 ⽇本ドライ
5671 墨⽥区 株式会社岩井美術印刷
5672 墨⽥区 株式会社ユニマットライフ墨⽥営業所
5673 墨⽥区 アーキ・ヤマイチ
5674 墨⽥区 株式会社⼭室隅⽥店
5675 墨⽥区 京成オートサービス株式会社東京事業部
5676 墨⽥区 介護⽼⼈保健施設ベレール向島
5677 墨⽥区 吉⽥プラ⼯業 株式会社
5678 墨⽥区 社会福祉法⼈賛育会 東京清⾵園
5679 墨⽥区 丸源飲料⼯業 株式会社
5680 墨⽥区 株式会社 ⽇本カラープロセス
5681 墨⽥区 ナガセケンコー 株式会社
5682 墨⽥区 株式会社アサヒ建⼯
5683 墨⽥区 株式会社タダノ
5684 墨⽥区 東京レンダリング協同組合
5685 墨⽥区 株式会社 ⼭正
5686 墨⽥区 有限会社 泉屋
5687 墨⽥区 株式会社武⽥商事



5688 墨⽥区 鴻池メディカル 株式会社
5689 墨⽥区 株式会社 三⾨商会
5690 墨⽥区 医療法⼈社団⿓岡会櫻川介護⽼⼈保健施設
5691 墨⽥区 株式会社⼤久保製壜所
5692 墨⽥区 株式会社エーエス
5693 墨⽥区 株式会社 加貫ローラ製作所
5694 墨⽥区 双葉電⼦⼯業 株式会社
5695 墨⽥区 逆瀬川株式会社
5696 墨⽥区 株式会社チャンネルゼロ
5697 墨⽥区 ホッティポリマー株式会社
5698 墨⽥区 花王 株式会社 すみだ事業所
5699 墨⽥区 関東合成⼯業 株式会社
5700 墨⽥区 成⽥興業 有限会社
5701 墨⽥区 森発條 株式会社
5702 墨⽥区 東武ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社鐘ヶ淵電気区
5703 墨⽥区 スポーツクラブ＆スパルネサンス曳⾈
5704 墨⽥区 株式会社⾳⽻⼯業
5705 墨⽥区 株式会社タダノアイメス
5706 墨⽥区 ⼩菅 株式会社
5707 墨⽥区 沖⼭産機 株式会社
5708 墨⽥区 サンコー・コミュニティ株式会社
5709 墨⽥区 バキュームモールド⼯業株式会社
5710 墨⽥区 あさひ幼稚園
5711 墨⽥区 株式会社クラヤ⼯業
5712 墨⽥区 株式会社増岡商店墨⽥ヤード
5713 墨⽥区 有限会社森⼭電気
5714 墨⽥区 株式会社ＺＴＥＣＨ
5715 墨⽥区 株式会社林産業
5716 墨⽥区 株式会社 モリセイ
5717 墨⽥区 ⽇産プリンス東京販売 株式会社墨⽥店
5718 墨⽥区 新幸⼯業 株式会社
5719 墨⽥区 株式会社 ヤスヒロ産業
5720 墨⽥区 平野⽯油 株式会社 ⽴花営業所
5721 墨⽥区 平和⼯業 株式会社
5722 墨⽥区 有限会社 セレモニーキタムラ
5723 墨⽥区 株式会社 さかえや
5724 墨⽥区 株式会社 イナゲ
5725 墨⽥区 有限会社 中川電業社
5726 墨⽥区 株式会社 ⼤津屋 墨⽥営業所
5727 墨⽥区 株式会社 クレオ化学
5728 墨⽥区 株式会社 環境整備
5729 墨⽥区 有限会社 仲屋給⾷
5730 墨⽥区 株式会社 丸清商会



5731 墨⽥区 ⽇本⾰底センター 株式会社
5732 墨⽥区 墨⽥産業 株式会社
5733 墨⽥区 深中メッキ⼯業 株式会社
5734 墨⽥区 株式会社 ホクアイ
5735 墨⽥区 株式会社 島⽥商店
5736 墨⽥区 株式会社 東京電熔社
5737 墨⽥区 向島空調⼯業 株式会社
5738 墨⽥区 株式会社 森清化⼯
5739 墨⽥区 ⼋千代⾃動⾞ 株式会社
5740 墨⽥区 ネッツトヨタ東都 株式会社墨⽥向島店
5741 墨⽥区 関東舗道 株式会社
5742 墨⽥区 株式会社 ⾼橋本社
5743 墨⽥区 墨⽥⾰漉⼯業 株式会社
5744 墨⽥区 東京スバル 株式会社 墨⽥店
5745 墨⽥区 株式会社 ⼤渕⾠之助商店
5746 墨⽥区 ⽮島鉄筋⼯業 株式会社
5747 墨⽥区 ＴОＴОメンテナンス株式会社東東京サービスセンター
5748 墨⽥区 株式会社 ⼤⽵⼯業
5749 墨⽥区 株式会社 甲信電気
5750 墨⽥区 株式会社 シー・アイ・シークリーン東京営業所
5751 墨⽥区 ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社関東⽀社
5752 墨⽥区 株式会社ラックコーポレーション
5753 墨⽥区 株式会社 京成保険コンサルティング
5754 墨⽥区 アーキヤマデ 株式会社東京⽀店
5755 墨⽥区 アーキヤマデ株式会社東京営業所
5756 墨⽥区 株式会社 滝研
5757 墨⽥区 三和エナジー 株式会社墨⽥デリバリーセンター
5758 江東区 警視庁（他11） 
5770 江東区 朝まで運転代⾏社
5771 江東区 東京メンバーズ代⾏
5772 江東区 株式会社有明
5773 江東区 株式会社ミート・コンパニオン東京事業所
5774 江東区 株式会社ミライト・ワンｷｬﾘｱｲｰｽﾄｶﾝﾊﾟﾆﾄﾞｺﾓ事業本部
5775 江東区 東京都下⽔道サービス株式会社有明事業所
5776 江東区 23区南⽣活クラブ⽣活協同組合江東センター
5777 江東区 株式会社博展
5778 江東区 東京消防庁装備部装備課
5779 江東区 富⼠フイルムメディカル株式会社
5780 江東区 ⾸都⾼機械メンテナンス株式会社⾠⺒事務所
5781 江東区 東邦航空株式会社
5782 江東区 （株）オートバックスセブンスーパーオートバックス東京ベイ東雲
5783 江東区 株式会社シュテルン中央
5784 江東区 ユナイト株式会社東京営業所



5785 江東区 ダンロップタイヤ中央株式会社江東営業所
5786 江東区 株式会社ヤマダデンキ⼤塚家具事業部有明ショールーム
5787 江東区 ヤマトオートワークス（株）
5788 江東区 農林⽔産省横浜植物防疫所東京⽀所
5789 江東区 株式会社ＩＨＩ回転機械営業統括部東京事業所
5790 江東区 東京エコリサイクル株式会社
5791 江東区 株式会社東急キッズベースキャンプ豊洲・東雲
5792 江東区 スナップ・オン・ツールズ株式会社
5793 江東区 鈴江コーポレーション株式会社
5794 江東区 農林⽔産省動物検疫所東京出張所
5795 江東区 株式会社ぎょうせい
5796 江東区 ㈱ミライト・モバイル・イースト
5797 江東区 株式会社ヒラツカ・リース
5798 江東区 株式会社毎⽇オークション
5799 江東区 株式会社ぎょうせい東京⽀社
5800 江東区 むすびす株式会社葬祭事業部
5801 江東区 株式会社 ゆりかもめ
5802 江東区 株式会社 ⽇東 東京営業所
5803 江東区 栗⼭造園株式会社
5804 江東区 警視庁東京湾岸警察署
5805 江東区 東京税関
5806 江東区 新⽇本ヘリコプター株式会社
5807 江東区 株式会社東京マリンサービス
5808 江東区 富⼠フイルムヘルスケアシステムズ㈱ ⾸都圏サービス部
5809 江東区 ㈱レンタルのニッケン有明営業所
5810 江東区 太陽建機レンタル株式会社
5811 江東区 株式会社帆栄物流若洲事業所
5812 江東区 富⼠フイルムメディカルサービスソリューション株式会社
5813 江東区 株式会社オートバックスセブンAPIT AUTOBACS SHINONOME CARS
5814 江東区 ＳＢフレームワークス株式会社
5815 江東区 株式会社 デルソーレ
5816 江東区 株式会社ユニマットライフレンタル江東営業所
5817 江東区 株式会社映像センター東雲物流センター
5818 江東区 株式会社⽇邦
5819 江東区 株式会社 ⾦陽社物流センター
5820 江東区 ロジスネクスト東京株式会社豊洲⽀店
5821 江東区 株式会社ジャパンビバレッジ江⼾川主管⽀店
5822 江東区 株式会社 三景
5823 江東区 公益財団法⼈ 東京都環境公社中防管理事務所
5824 江東区 株式会社 アペックス
5825 江東区 幸⽥株式会社
5826 江東区 株式会社東京エスケー
5827 江東区 ㈱ミライト・ワンﾓﾊﾞｲﾙ統括本ｷｬﾘｱﾋﾞｼﾞﾈｽ事業本部



5828 江東区 株式会社 ワールドサプライ
5829 江東区 グリーンエンジニアリング株式会社
5830 江東区 王⼦⽊材緑化株式会社東京⽀店
5831 江東区 サントリービバレッジサービス株式会社 ファウンテン営業部
5832 江東区 株式会社ミライト・ワン東京⼟⽊技術センタ
5833 江東区 株式会社和洋⾷品江東営業所
5834 江東区 東京港埠頭株式会社
5835 江東区 株式会社協和物産
5836 江東区 株式会社チトセアート
5837 江東区 東京港埠頭株式会社若洲公園管理事務所
5838 江東区 エームサービス株式会社
5839 江東区 ㈱アルカン
5840 江東区 ㈱ペガサスグローバルエクスプレス
5841 江東区 ⽇栄興⾏株式会社
5842 江東区 中⽇本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社
5843 江東区 株式会社宮崎新⽊場リサイクルセンター
5844 江東区 オピニオン株式会社
5845 江東区 株式会社サンクレックス新⽊場技術センタ
5846 江東区 ベックマン・コールター有明オフィス
5847 江東区 (株)⾦陽社 東京営業本部
5848 江東区 ㈱宇徳
5849 江東区 横井醸造株式会社
5850 江東区 ハクゾウメディカル㈱東京⽀店
5851 江東区 ビデオジェット・エックスライト株式会社
5852 江東区 株式会社東京めいらく
5853 江東区 東京都東京港建設事務所⾼潮対策センター
5854 江東区 株式会社ニイチク
5855 江東区 株式会社カナモト東京中央営業所
5856 江東区 いすゞ⾃動⾞⾸都圏株式会社中央⽀店
5857 江東区 ⽔ｉｎｇＡＭ株式会社中防管理事務所
5858 江東区 ブリヂストンタイヤ販売（株）
5859 江東区 ＭＵビジネスサービス株式会社
5860 江東区 いすゞ⾃動⾞⾸都圏株式会社総務⼈事部
5861 江東区 ネグロス電⼯株式会社東京中央営業所
5862 江東区 株式会社 ⼭善家庭機器事業部
5863 江東区 株式会社フジ・メディア・テクノロジー
5864 江東区 株式会社映像センターシステム販売事業部
5865 江東区 株式会社サクライ
5866 江東区 ⽇本通運株式会社⼤井国際輸送⽀店台場貨物センター
5867 江東区 カリモク家具株式会社東京湾岸営業所
5868 江東区 株式会社エスクリ
5869 江東区 株式会社MUJIN
5870 江東区 株式会社野村商店



5871 江東区 ヒビノ㈱ヒビノサウンドDiv．
5872 江東区 株式会社レント
5873 江東区 ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社
5874 江東区 ㈱パブコ東京営業所
5875 江東区 株式会社⼭九海陸
5876 江東区 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社東京ｶﾝﾊﾟﾆｰ湾岸営業所
5877 江東区 海上保安庁第三管区海上保安本部国際組織犯罪対策基地
5878 江東区 コーンズモーターズ株式会社東雲サービスセンターⅡ
5879 江東区 アサガミ 株式会社
5880 江東区 ⼤成ロテック 株式会社関東⽀社 東京⻘海合材⼯場
5881 江東区 ⽊のくに屋
5882 江東区 株式会社⼤⽮運送
5883 江東区 株式会社ソフト９９コーポレーション東京⽀店
5884 江東区 佐藤商事株式会社 東雲倉庫
5885 江東区 関東農政局東京都拠点
5886 江東区 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 通関部
5887 江東区 株式会社 広和
5888 江東区 株式会社⻄原商会関東
5889 江東区 関東港運株式会社
5890 江東区 むさし野紙業株式会社新⽊場営業所
5891 江東区 エヌビーアイ株式会社
5892 江東区 株式会社プレコエムユニット東京ベイセンター
5893 江東区 東亜建設⼯業株式会社 東京⽀店東京港⼯事事務所新砂⽔⾨作業所
5894 江東区 セントケア東雲デイサービスセン
5895 江東区 レンタルシステム株式会社中⽇本事業本部
5896 江東区 ⼤和ハウスリフォーム株式会社南関東⽀社
5897 江東区 株式会社ＷＯＷＯＷ放送センター
5898 江東区 ⻄尾レントオール(株)新⽊場営業所
5899 江東区 堀川建材⼯業株式会社
5900 江東区 瀧⼝⽊材株式会社
5901 江東区 ⽯森製粉株式会社
5902 江東区 ㈱住友倉庫東京⽀店 海上業務課⼆課
5903 江東区 マイナミ空港サービス(株)東京事
5904 江東区 株式会社オネスト
5905 江東区 株式会社ユカ江東⽀店
5906 江東区 サコス株式会社
5907 江東区 ニシオワークサポート株式会社
5908 江東区 株式会社ナガトヤ
5909 江東区 明光設備株式会社
5910 江東区 ロジテムエンジニアリング㈱
5911 江東区 株式会社宮崎東京⽀店
5912 江東区 晴海⼩野⽥レミコン(株)
5913 江東区 株式会社オオオリマテリクス



5914 江東区 ⽇本産業株式会社
5915 江東区 ⼤新東株式会社東京⽀店
5916 江東区 株式会社ぎょうせい関東⽀社
5917 江東区 株式会社⽊場べニヤ商会
5918 江東区 協和物産株式会社
5919 江東区 モリタ宮⽥⼯業株式会社
5920 江東区 東京消防庁装備部航空隊江東航空センター
5921 江東区 トーソーサービス株式会社
5922 江東区 美濃紙業株式会社東雲営業所
5923 江東区 シーアイテック株式会社
5924 江東区 株式会社レンタルのニッケン東京配送センター
5925 江東区 東瀝⻘建設株式会社新⽊場⼯場
5926 江東区 ＳＧフィルダー株式会社東⽇本第⼀営業部管理課
5927 江東区 (有)メトロ通商
5928 江東区 ㈱ユニマットライフ中央営業所
5929 江東区 株式会社ユニエツクスＮＣＴ⽇本コンテナターミナルから変更
5930 江東区 東北急⾏バス株式会社
5931 江東区 化研マテリアル株式会社東京物流センター
5932 江東区 エア・ウォーター防災株式会社東京サービスセンター
5933 江東区 株式会社 シミズオクト
5934 江東区 フォス・ジャパン株式会社
5935 江東区 ヒビノメディアテクニカル株式会社
5936 江東区 ⽇本カルミック株式会社新⽊場営業所
5937 江東区 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社
5938 江東区 株式会社中村ボデー
5939 江東区 有限会社モリタ有明オフィス
5940 江東区 朝⽇レントゲン⼯業㈱関東営業所
5941 江東区 ユナイト株式会社 川崎営業所
5942 江東区 有明興業エンジニアリング株式会社
5943 江東区 株式会社セレブリックス
5944 江東区 株式会社エキスプレス
5945 江東区 江⼾前汽船株式会社
5946 江東区 株式会社⻄原商会プロジェクト推進室
5947 江東区 東都スリーボンド株式会社
5948 江東区 メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社
5949 江東区 株式会社アペックス
5950 江東区 株式会社ワキタ新⽊場営業所
5951 江東区 佐川急便株式会社 関東⽀店
5952 江東区 東京都廃棄物埋⽴管理事務所
5953 江東区 東京ボード⼯業株式会社
5954 江東区 株式会社 イチネン アクシス江東営業所
5955 江東区 東京植物検疫協会
5956 江東区 株式会社メディアテック⼀⼼



5957 江東区 株式会社 関電⼯社会インフラ統括部 ⾠⺒事務所
5958 江東区 ⼤新⼟⽊株式会社新⽊場⼯事事務所
5959 江東区 ジャパン建材株式会社⾸都圏第五営業部東京第⼀営業所
5960 江東区 マルコー株式会社
5961 江東区 ㈱ＡＣＴ ＯＮ
5962 江東区 株式会社ＯＣＳ東京スカイゲート
5963 江東区 株式会社キーテック
5964 江東区 鈴与カーゴネット株式会社関東⽀店 有明営業所
5965 江東区 明⽂社印刷株式会社
5966 江東区 有明興⾏株式会社リサイクルポート
5967 江東区 株式会社東京新建材社
5968 江東区 アクロストランスポート株式会社
5969 江東区 ＪＫホールディングス株式会社総務部
5970 江東区 ジャパン建材株式会社市場開発室 市場開発課
5971 江東区 ジャパン建材株式会社営業本部 推進グループ
5972 江東区 ジャパン建材株式会社住設部 商品開発課
5973 江東区 アカギヘリコプター株式会社
5974 江東区 ジャパン建材株式会社推進グループ ⽊材部 ⽊材課
5975 江東区 ジャパン建材株式会社合板部
5976 江東区 ジャパン建材株式会社住設課
5977 江東区 豊⽥⽊材株式会社
5978 江東区 住友建機販売株式会社東京⽀店
5979 江東区 マルウ接着（株）東京⽀店
5980 江東区 京葉ロードメンテナンス株式会社新⽊場事業所
5981 江東区 東光建設株式会社
5982 江東区 ジャパン建材株式会社市場開発室 リフォーム推進課
5983 江東区 ジャパン建材株式会社⽊構造建築室 ⽊構造建築課
5984 江東区 株式会社ユニマットライフ江東南営業所
5985 江東区 ジャパン建材株式会社住設部 商事課
5986 江東区 東京ベニヤ株式会社
5987 江東区 ⼩林商事株式会社 新⽊場営業所
5988 江東区 ⽇本図書輸送株式会社東京物流センター
5989 江東区 ⽇榮商事株式会社
5990 江東区 株式会社 ケィ・ユーシステム
5991 江東区 株式会社トモ・コーポレーション
5992 江東区 東京重量⼯事株式会社
5993 江東区 東京マテリアル株式会社
5994 江東区 藤⽊企業株式会社
5995 江東区 東亜外業株式会社東京⼯事事務所
5996 江東区 ⾦剛建設株式会社東雲⽀社
5997 江東区 昭和⽊材株式会社東京⽀店
5998 江東区 株式会社 ユニバーサルエンターテインメント
5999 江東区 公益財団法⼈ 献⾎供給事業団



6000 江東区 株式会社ビムスカンパニー
6001 江東区 常磐電業株式会社
6002 江東区 ＵＤトラックス株式会社
6003 江東区 ⼀般財団法⼈ ⾷品環境検査協会東京事務所
6004 江東区 株式会社ファーマインド⻘海センター
6005 江東区 エクシオグループ株式会社新⽊場総合技術センタ
6006 江東区 ＮＳＭコイルセンター株式会社
6007 江東区 富⼠フィルムＧＳテクノ（株）
6008 江東区 三進⽊材株式会社
6009 江東区 有明興業都市開発株式会社
6010 江東区 Stellantisジャパン販売株式会社有明テクニカルセンター
6011 江東区 株式会社テレテック
6012 江東区 五栄⼟⽊株式会社
6013 江東区 株式会社ビックサイトサービス
6014 江東区 （株）⽊村屋総本店東京⼯場
6015 江東区 有明興業（株）
6016 江東区 積⽔メディカル株式会社⾸都圏第⼀営業所
6017 江東区 （株）光和
6018 江東区 関東⾃動⾞共済協同組合東京事業本部
6019 江東区 株式会社 ⻄林
6020 江東区 東京マツダ販売（株）有明営業所
6021 江東区 株式会社 オートバックスセブンA PIT AUTOBACS SHINONOME
6022 江東区 株式会社⽇⾠建設
6023 江東区 服部コーヒーフーズ（株）東京⽀店
6024 江東区 有限会社 細井⼯業
6025 江東区 株式会社丸増ベニヤ商会東京営業所
6026 江東区 株式会社関電⼯社会インフラ統轄本部
6027 江東区 株式会社ファースト・メイト
6028 江東区 （株）ナカリンオート有明サービスセンター
6029 江東区 富⼠港運（株）有明紙倉庫営業所
6030 江東区 ジャパン建材株式会社⽊材部 プレカット課
6031 江東区 （株）丸中
6032 江東区 株式会社アースカーゴ
6033 江東区 広陽サービス（株）
6034 江東区 三菱ふそうトラック・バス㈱南関東ふそう江東⽀店東雲整備⼯場
6035 江東区 （株）エイ・エス・エクスプレス
6036 江東区 （株）三ツ和物流事業部
6037 江東区 （有）丸経⾃動⾞興業
6038 江東区 （株）エルゼ
6039 江東区 ダイカンサービス株式会社
6040 江東区 ヒロエンジ株式会社
6041 江東区 ⽇鉄パイプライン＆エンジニアリング(株)
6042 江東区 ⽇進運輸（株）



6043 江東区 株式会社 星和東京事業所
6044 江東区 株式会社 川野機⼯
6045 江東区 アイリスチトセ株式会社
6046 江東区 東京都⾚⼗字⾎液センター⾠⺒供給出張所
6047 江東区 （株）伊藤園東京江東⽀店
6048 江東区 キャリムエンジニアリング株式会社
6049 江東区 ケイドン株式会社 アストンマーティン東京新⽊場ワークショップ
6050 江東区 松原産業株式会社
6051 江東区 株式会社 フィールドサービス
6052 江東区 ボロネーゼ株式会社ランボルギー⼆⿇布 横浜サービスセンター
6053 江東区 株式会社旬華
6054 江東区 物林株式会社
6055 江東区 関東⽇本フード株式会社
6056 江東区 フォトビジョンジャパン株式会社
6057 江東区 庄司⽊材株式会社
6058 江東区 ジャパン建材株式会社東京資材課
6059 江東区 ジャパン建材株式会社建材資材⼀課
6060 江東区 ジャパン建材株式会社建材資材２課
6061 江東区 朝⽇ウッドテック株式会社東京⽀店
6062 江東区 北三株式会社
6063 江東区 株式会社 銘林
6064 江東区 細⽥⽊材⼯業株式会社
6065 江東区 エコモーション株式会社
6066 江東区 株式会社トータスカーアシスタンス
6067 江東区 吉⽥建材株式会社東京若洲⼯場
6068 江東区 網中⽊材株式会社
6069 江東区 東京⽊材企業株式会社
6070 江東区 株式会社 教映社 東京⽀店
6071 江東区 ⽇本強⼒コンクリート⼯業株式会社
6072 江東区 江⼾川⽊材⼯業株式会社
6073 江東区 株式会社 梶本銘⽊店
6074 江東区 ⾸都⾼メンテナンス東東京株式会社
6075 江東区 株式会社 藤屋
6076 江東区 株式会社 レンタルのニッケン新⽊場営業所
6077 江東区 株式会社⼟井商⾏
6078 江東区 株式会社 ノグチ
6079 江東区 株式会社マック
6080 江東区 株式会社 アマイ新⽊場センター
6081 江東区 中央運輸興業株式会社
6082 江東区 NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ株式会社
6083 江東区 五洋建設株式会社有明⼯事事務所
6084 江東区 朝⽇航洋株式会社
6085 江東区 株式会社 中村ボデー新⽊場⼯場



6086 江東区 ジャパン建材株式会社
6087 江東区 飯⽥電機⼯業株式会社
6088 江東区 株式会社 新⽊場物流
6089 江東区 藤ビルメンテナンス株式会社
6090 江東区 ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社
6091 江東区 株式会社 ディ・エス物流新⽊場営業所
6092 江東区 株式会社デザインアートセンター
6093 江東区 株式会社ヒロテック
6094 江東区 株式会社三ツ和
6095 江東区 リゾートトラスト株式会社東京ベイコート倶楽部
6096 江東区 ⽇⽴Astemoアフターマーケットジャパン株式会社
6097 江東区 ブリヂストンタイヤサービス株東⽇本タイヤサービス東雲店
6098 江東区 エクシオグループ株式会社新⽊場総合技術センタ
6099 江東区 株式会社 ミライト
6100 江東区 株式会社エムズフロンティア
6101 江東区 ㈱ デンコム
6102 江東区 株式会社タダノテクノ
6103 江東区 ⼾⽥ビルパートナーズ株式会社
6104 江東区 東京ヤクルト販売（株）新⽊場事業所
6105 江東区 東京夢の島マリーナ
6106 江東区 医療法⼈社団 同友会
6107 江東区 （株） ⽔澤⼯務店
6108 江東区 かがやきライフ江東
6109 江東区 株式会社カネカ商店
6110 江東区 株式会社 SN・毎⽇物流センター
6111 江東区 ポッカサッポロオフィスサポート株式会社
6112 江東区 ⽇産⾃動⾞販売株式会社清洲橋店
6113 江東区 コーセー化粧品販売株式会社⾸都圏コンシューマー⽀店
6114 江東区 マルヤマ防災設備株式会社
6115 江東区 株式会社グリーンメディカル
6116 江東区 タナカ印刷株式会社
6117 江東区 株式会社 全⽇警東京中央⽀社
6118 江東区 東ワラ商事株式会社営業本部
6119 江東区 （株）トータルオフィスマネジメ
6120 江東区 株式会社神⼾屋フローズン関東営業部
6121 江東区 （株）内⽥洋⾏
6122 江東区 株式会社ヤマヒロ
6123 江東区 奥本製粉株式会社
6124 江東区 エム・シー・メディカル（株）東京⽀店
6125 江東区 イカリ消毒株式会社
6126 江東区 株式会社 ヤマト電設
6127 江東区 ダイコー通産株式会社東京営業所
6128 江東区 株式会社セルート江東営業所



6129 江東区 東京電⼒パワーグリッド㈱配電部配電エンジニアリングセンター
6130 江東区 株式会社 パールイデア東京スクエア
6131 江東区 株式会社 エムアイディ東京営業所
6132 江東区 株式会社丸増ベニヤ商会
6133 江東区 株式会社サンヨー・シーワィピー
6134 江東区 ⼀般財団法⼈ 関東電気保安協会東京北事業本部 江東事業所
6135 江東区 住友林業ホームテック株式会社東京東⽀店
6136 江東区 株式会社オーテック管⼯機材事業部 東京⽀店
6137 江東区 ⼤和⾃動⾞交通株式会社
6138 江東区 株式会社 ⻄原屋
6139 江東区 ⼤出産業株式会社
6140 江東区 江東区役所
6141 江東区 篠⽥印刷株式会社
6142 江東区 株式会社松本⽂信堂
6143 江東区 ナジコイーエス株式会社
6144 江東区 ㈱パロマカスタマーコミュニケーションズ
6145 江東区 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社
6146 江東区 ⼭利商事株式会社
6147 江東区 株式会社アベコー
6148 江東区 株式会社秋朝⼯業所
6149 江東区 株式会社ジャパンビバレッジ東京リテール東京⽀店
6150 江東区 株式会社ジャパンビバレッジ江東⽀店
6151 江東区 東京キリンビバレッジサービス（株）湾岸⽀店
6152 江東区 サミットスチール株式会社
6153 江東区 出光リテール販売㈱ファインオイル東⽇本カンパニー
6154 江東区 共同ネットワーク株式会社
6155 江東区 ⼤和建⼯株式会社
6156 江東区 櫻井⼯業株式会社
6157 江東区 （株）ヤマタネ⾷品本部
6158 江東区 東海⼯営株式会社
6159 江東区 ⽇本インシュレーション株式会社
6160 江東区 株式会社 東 ⾹
6161 江東区 ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社
6162 江東区 江東区清掃事務所
6163 江東区 トヨタモビリティ東京㈱深川北店
6164 江東区 トヨタモビリティ東京（株）⽇本橋サービスセンター
6165 江東区 株式会社⽥島屋 東京営業所
6166 江東区 トヨタモビリティ東京（株）Ｕ−Ｃａｒ深川店
6167 江東区 株式会社 万城⾷品
6168 江東区 東京ガスライフバルＥ−Ｄｏ株式会社 江東事業所
6169 江東区 ⼋洲興業株式会社
6170 江東区 NS建材販売株式会社
6171 江東区 株式会社共和



6172 江東区 株式会社 フジサニーフーズ東⽇本⽀社
6173 江東区 株式会社タキネット
6174 江東区 第⼀倉庫流通株式会社
6175 江東区 ユニ・ワールド株式会社
6176 江東区 フジコピアン株式会社
6177 江東区 株式会社スタジオオー
6178 江東区 株式会社 ダイアテックス
6179 江東区 エームサービス株式会社ＲＳ東東京マーケットセンター
6180 江東区 株式会社りそな銀⾏ファシリティ管理部
6181 江東区 ㈱SCREEN GPジャパン
6182 江東区 ⽇本郵便株式会社 深川郵便局
6183 江東区 村上⽊材株式会社東京⽀店
6184 江東区 スターツアメニティー株式会社城東営業所
6185 江東区 株式会社 三進社
6186 江東区 永井機械株式会社
6187 江東区 （株）ライクスエステート営業所
6188 江東区 株式会社トーホーフードサービス東京⽀店
6189 江東区 ⼤阪サニタリー株式会社東京⽀店
6190 江東区 アイ・ケイ・ケイ株式会社東京⽀店
6191 江東区 株式会社 前川製作所
6192 江東区 ヒロセ補強⼠株式会社関東営業部
6193 江東区 株式会社 メディセオ
6194 江東区 （株）サタケ
6195 江東区 株式会社丸東製作所
6196 江東区 富⼠倉庫運輸（株）
6197 江東区 東京消防庁 深川消防署
6198 江東区 川重環境エンジニアリング㈱
6199 江東区 ＮＥＣフィールディング株式会社江東⽀店
6200 江東区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏深川⽀店
6201 江東区 ﾀﾞｲｷﾝｴｱﾃｸﾉ㈱東京⽀店ﾌｧｼﾘﾃｨ部 中央営業所
6202 江東区 株式会社ジャパンビバレッジ中央⽀店
6203 江東区 ⽇鐵住⾦溶接⼯業（株）
6204 江東区 東京築地⼩揚㈱
6205 江東区 アウディジャパン販売株式会社
6206 江東区 寿産業株式会社
6207 江東区 関東三菱⾃動⾞販売（株）江東店
6208 江東区 コーユーイノテックス株式会社
6209 江東区 （株）豊和
6210 江東区 株式会社⼤丸松坂屋百貨店
6211 江東区 ⼤蔵⼯業（株）
6212 江東区 トヨタモビリティ東京（株）江東店
6213 江東区 東京フットボールクラブ株式会社
6214 江東区 富⼠⼯材（株）



6215 江東区 株式会社 WIND-SMILE
6216 江東区 株式会社 鈴⽊商会
6217 江東区 株式会社 キャンディルテクト清澄事務所
6218 江東区 ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱東京営業三部
6219 江東区 （株）ヒラカワ東⽇本⽀店
6220 江東区 株式会社ダスキンダスキン永代通り
6221 江東区 株式会社 定義
6222 江東区 ケアストリームヘルス株式会社
6223 江東区 川重冷熱⼯業株式会社東⽇本⽀社
6224 江東区 ダイキンエアテクノ株式会社中央営業所
6225 江東区 ナイテックス（株）
6226 江東区 （株）ノザワ
6227 江東区 株式会社マーケットエンタープライズ
6228 江東区 株式会社 久世フレッシュ・ワン
6229 江東区 （株）ユニオン東京⽀店
6230 江東区 株式会社 キナン 東京営業所
6231 江東区 アスト株式会社
6232 江東区 株式会社 ⽵中⼯務店
6233 江東区 株式会社ＭＭコーポレーション城南⽀店
6234 江東区 旭紙業（株）
6235 江東区 株式会社 ウェルサプライ江東⽣花室
6236 江東区 株式会社ＦＥＮ
6237 江東区 消⽕栓標識株式会社
6238 江東区 熊⾕印刷株式会社
6239 江東区 光昭株式会社
6240 江東区 株式会社ささき
6241 江東区 岩野物産（株）
6242 江東区 東電通ネットワーク株式会社
6243 江東区 清⽔建設（株）技術研究所
6244 江東区 （株）⼟清商店
6245 江東区 サンメッセ（株）東京⽀店
6246 江東区 東⽇本ハイウェイ株式会社
6247 江東区 軽急便株式会社 東京⽀店
6248 江東区 キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
6249 江東区 株式会社 ⾦祥堂紙販売
6250 江東区 （株）桜井 グラフィックシステムズ
6251 江東区 平野設備⼯業（株）
6252 江東区 早川ゴム（株）東京⽀店
6253 江東区 久光製薬株式会社 東京⽀店
6254 江東区 （株）スズキ⾃販東京アリーナ江東
6255 江東区 株式会社 三国建設
6256 江東区 丸三商事株式会社
6257 江東区 （株）⼈形町今半フーズプラント



6258 江東区 新⽇本⼯業（株）
6259 江東区 株式会社⼋洋江東営業所
6260 江東区 株式会社キャプティリニューアル施⼯センター
6261 江東区 （株）中島商会
6262 江東区 株式会社三菱電機ライフネットワーク
6263 江東区 宇⽥川電気⼯事（株）
6264 江東区 カナヱ塗料（株） 東京⽀店
6265 江東区 （株）ムトウユニパック
6266 江東区 ⼤東防災⼯業株式会社
6267 江東区 株式会社⼤塚商会江東⽀店
6268 江東区 綱⽥⼯業株式会社東京⽀店
6269 江東区 株式会社ティップネス⽊場
6270 江東区 株式会社ビーエスエス
6271 江東区 ダイキンエアテクノ株式会社
6272 江東区 綜合警備保障株式会社江東営業所
6273 江東区 阪和⼯材（株） 東京営業部
6274 江東区 天⿓⽊材（株）
6275 江東区 株式会社 バイコム
6276 江東区 東京キリンビバレッジサービス㈱中央⽀店
6277 江東区 ＮＸ商事株式会社深川ＬＳセンター
6278 江東区 理研サービス株式会社
6279 江東区 コニカミノルタジャパン株式会社
6280 江東区 シーピー化成（株）東京オフィス
6281 江東区 象印チェンブロック（株）
6282 江東区 株式会社AHB
6283 江東区 株式会社神⼾機材東京営業所
6284 江東区 ⾸都⾼ＥＴＣメンテナンス（株）
6285 江東区 （株）増⽥製作所
6286 江東区 美鈴印刷紙⼯（株）
6287 江東区 株式会社 サンワ
6288 江東区 ⽇新ウエルネス株式会社ドゥ・スポーツプラザ豊洲
6289 江東区 株式会社 ニチユウ
6290 江東区 株式会社商⼯組合中央⾦庫深川⽀店
6291 江東区 スター商事（有）
6292 江東区 （株）中華・⾼橋営業センター
6293 江東区 協栄重⼯株式会社
6294 江東区 （株）テンヨー
6295 江東区 株式会社レイメイ藤井東京本社
6296 江東区 株式会社⾜⽴商店
6297 江東区 ⽇⽴ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株）関東サービスｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞセンタ
6298 江東区 株式会社エクシング 台東⽀店
6299 江東区 平和ゴム商⼯ 株式会社
6300 江東区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス深川



6301 江東区 ⻲喜⼯業（株）
6302 江東区 ⼩浅商事株式会社 東京⽀店
6303 江東区 株式会社フロンティア江東営業所
6304 江東区 株式会社 カクヤス中央センター
6305 江東区 東京ｶﾞｽﾘﾋﾞﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ株式会社ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業本部 設備ｻｰﾋﾞｽ部
6306 江東区 株式会社 ケイバブック
6307 江東区 ウチダエスコ株式会社
6308 江東区 興亜開発株式会社
6309 江東区 株式会社 明治機械製作所東京⽀店
6310 江東区 株式会社 三協
6311 江東区 株式会社ホクエイ
6312 江東区 SMBCﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ株式会社総務部 秘書グループ
6313 江東区 マルハニチロ株式会社関東⽀社
6314 江東区 （株）ランデック
6315 江東区 ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社東京⽀社
6316 江東区 株式会社マルハンダイニング
6317 江東区 デンカポリマー（株）
6318 江東区 オリヂナル株式会社
6319 江東区 株式会社おやつカンパニー
6320 江東区 丸⼤⾷品（株）中央営業所
6321 江東区 東京都下⽔道局東部第⼀下⽔道事務所
6322 江東区 （株）⽇本システムテクノロジー
6323 江東区 キシダ化学株式会社東京⽀店
6324 江東区 中央⽇産株式会社
6325 江東区 株式会社 東伸社
6326 江東区 ⼭屋⾷品（株）
6327 江東区 イトーピアホーム株式会社 本社
6328 江東区 株式会社ＩＨＩインフラ建設
6329 江東区 アークランズ株式会社スーパービバホーム豊洲店
6330 江東区 株式会社⻑⾕川萬冶商店
6331 江東区 （株）リクリーンサービス
6332 江東区 ㈱きらぼし銀⾏深川⽀店
6333 江東区 ⼤和物産（株）
6334 江東区 富⼠フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）東京統括
6335 江東区 ⾸都⾼電気メンテナンス株式会社
6336 江東区 ⽔上⾦属（株）東京本店
6337 江東区 株式会社フコックス
6338 江東区 ⻄武消毒（株）城東⽀店
6339 江東区 株式会社K2-Corporation
6340 江東区 株式会社スクラム
6341 江東区 警視庁深川警察署
6342 江東区 ハート（株）中央江東⽀店
6343 江東区 中部フローリング株式会社



6344 江東区 ⽉島テクノメンテサービス（株）
6345 江東区 瀧本株式会社東京店
6346 江東区 ⼤成ロテック株式会社南関東⽀社
6347 江東区 新⽇本建販株式会社東京リースセンター
6348 江東区 株式会社第⼀⾷育研究所
6349 江東区 （株）⽇本サービスセンター
6350 江東区 株式会社昭⽂社ホールディングス
6351 江東区 （株）東京クラウン
6352 江東区 （株）オートバックスセブン
6353 江東区 （株）⼭康商店
6354 江東区 ⼤成ロテック株式会社東京⼯事事務所
6355 江東区 オタフクソース株式会社
6356 江東区 関東宇部コンクリート⼯業㈱豊洲⼯場
6357 江東区 東京都公認まなべ幼稚園
6358 江東区 ⽂化教養學園
6359 江東区 ⽇機装株式会社
6360 江東区 前⽥道路株式会社湾岸営業所
6361 江東区 東京都下⽔道サービス株式会社江東事業所
6362 江東区 東京中央漬物株式会社
6363 江東区 株式会社エムズ
6364 江東区 株式会社 ピカコーポレイション東京⽀店
6365 江東区 株式会社 NTT東⽇本ー南関東
6366 江東区 株式会社 マック・フーズ
6367 江東区 ⽇東化⼯機（株）
6368 江東区 東洋電機⼯業株式会社東京⽀店
6369 江東区 株式会社パロマ東京中央営業所
6370 江東区 株式会社ＳＳＣ
6371 江東区 東⻄海運株式会社 管理部
6372 江東区 （株）ヤマショウ
6373 江東区 キューピー株式会社東京⽀店東東京営業所
6374 江東区 築地⿂市場株式会社
6375 江東区 株式会社丸⼋ダイレクトＮ江東⽀店
6376 江東区 東京スバル（株） 江東店
6377 江東区 株式会社 升喜越中島物流センター
6378 江東区 ブラザー⼯業株式会社東京営業所
6379 江東区 （株）榎本武平商店
6380 江東区 株式会社ＩＨＩ
6381 江東区 株式会社 共豊コーポレーション東京事務所
6382 江東区 住友ゴム⼯業株式会社
6383 江東区 株式会社ヤマタネ 関東⽀店
6384 江東区 （財）⽇本予防医学協会
6385 江東区 （株）峰村⾦属⼯事
6386 江東区 マルハニチロ株式会社



6387 江東区 協和電機⼯業（株）
6388 江東区 ベステラ株式会社
6389 江東区 東京都下⽔道サービス（株）東部第⼀施⼯管理事務所
6390 江東区 株式会社東光⾼岳
6391 江東区 ゆうちょ銀⾏深川店
6392 江東区 蔵王産業株式会社 東京営業所
6393 江東区 株式会社ナスコ 東京営業所
6394 江東区 ㈱相⾺
6395 江東区 （株）オーテック環境システム事業部 東京⽀店
6396 江東区 株式会社 シモダ
6397 江東区 株式会社ホンダカーズ東京錦⽷町店
6398 江東区 東芝クライアントソリューション
6399 江東区 ⽇産⾃動⾞株式会社⾸都圏ﾘｰｼﾞｮﾅﾙｾｰﾙｽｵﾌｨｽ
6400 江東区 ＳＣＳＫ株式会社
6401 江東区 （株）三國屋
6402 江東区 ⼩林商事（株）東京⽀店
6403 江東区 東京ガス（株）東部ガスライト２４
6404 江東区 株式会社 オーデン
6405 江東区 （株）渡辺⾃動⾞修理⼯場
6406 江東区 トヨタモビリティ東京㈱深川南店
6407 江東区 株式会社ファーストメイン
6408 江東区 株式会社ニイタカ東⽇本営業部
6409 江東区 株式会社  ⼋州
6410 江東区 東海東京証券 城東⽀店
6411 江東区 ⼤丸興業株式会社
6412 江東区 株式会社はくばく東京本社
6413 江東区 キャノンシステムアンドサポート（株）東陽ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
6414 江東区 東京消防庁深川消防署豊洲出張所
6415 江東区 神東塗料株式会社 東京オフィス
6416 江東区 アズサイエンス株式会社東京営業所
6417 江東区 株式会社あらた
6418 江東区 株式会社 関東マツダ深川店
6419 江東区 東京ベイネットワーク（株）
6420 江東区 医療法⼈財団三友会深川ギャザリアクリニック
6421 江東区 三井住友カード株式会社
6422 江東区 六三印刷（株）
6423 江東区 ナブコシステム株式会社東京第⼆メンテナンス⽀店
6424 江東区 株式会社⼤阪防⽔建設社東京⽀店
6425 江東区 （株）マサル
6426 江東区 宍倉建設⼯業（株）
6427 江東区 株式会社千葉銀⾏深川⽀店
6428 江東区 （株）⽇本協⼒
6429 江東区 株式会社⾹取



6430 江東区 株式会社アールツー
6431 江東区 株式会社ユーホーニイタカ
6432 江東区 DMG森精機ｾｰﾙｽｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社⾸都圏営業部
6433 江東区 東京シティ⻘果株式会社
6434 江東区 株式会社ユニバーサル園芸社
6435 江東区 FVジャパン株式会社関連事業統括部OCS営業部
6436 江東区 ⽣活協同組合 コープみらいコープデリ枝川センター
6437 江東区 建材⼯業株式会社
6438 江東区 株式会社 東京堂
6439 江東区 業プロ株式会社
6440 江東区 寶紙業株式会社 潮⾒デポ
6441 江東区 丸千千代⽥⽔産株式会社
6442 江東区 ⽇本船舶薬品株式会社 東京⽀店
6443 江東区 フジテック㈱江東サービスセンター
6444 江東区 太三機⼯株式会社東京営業所
6445 江東区 ⽥辺商事（株）東京⽀店
6446 江東区 三菱ふそうトラック・バス（株）南関東ふそう江東⽀店
6447 江東区 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
6448 江東区 （株）⽥島商店
6449 江東区 株式会社 ⻑⾕萬
6450 江東区 株式会社メディグ
6451 江東区 宇部興産建材株式会社⽣産部 東京SL材センター
6452 江東区 東京製綱株式会社
6453 江東区 (株）ハウスメイトマネジメント⾨前仲町⽀店
6454 江東区 株式会社ムラヤマ
6455 江東区 中央⼩揚 株式会社
6456 江東区 （株）奥⽥和洋紙店
6457 江東区 株式会社 川島織物セルコン
6458 江東区 パルテール債権回収㈱
6459 江東区 株式会社ライクス集合TES営業所
6460 江東区 昭和機⼯株式会社
6461 江東区 ⽇本空調サービス株式会社
6462 江東区 株式会社ＰＬＵＳ
6463 江東区 株式会社フロンティア南関東⽀店
6464 江東区 新⽇本ヘリコプター㈱
6465 江東区 株式会社 アルテミス
6466 江東区 株式会社MMコーポレーション城東⽀店
6467 江東区 株式会社ハンシン建設東京⽀店
6468 江東区 東電タウンプランニング株式会社東京東⽀店
6469 江東区 ⽇本ライナー㈱
6470 江東区 ⽇本空調サービス㈱ＦＭ管理部
6471 江東区 芝浦⼯業⼤学附属中学⾼等学校
6472 江東区 ㈱ミライト 次世代モバイルビジ創造本部ＥＶ充電システム推進室



6473 江東区 株式会社 新⻘建設安全部
6474 江東区 アルインコ㈱オクト事業部東京営業所
6475 江東区 株式会社 荒井総業
6476 江東区 株式会社雪国まいたけ
6477 江東区 有限会社丸幸⽔産
6478 江東区 株式会社⼤和総研
6479 江東区 株式会社第⼀ビルメンテナンス江東営業所
6480 江東区 東都⽔産 株式会社
6481 江東区 ナショナル・ベンディング（株）城東営業所
6482 江東区 ⾸都⾼パトロール株式会社
6483 江東区 ヤマト電機株式会社
6484 江東区 （株）アサヒペン
6485 江東区 ヒロセ 株式会社
6486 江東区 ⽶川⽔産株式会社
6487 江東区 東起業（株）
6488 江東区 株式会社ＪＳＨ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｺﾙﾃﾞｨｱｰﾚ
6489 江東区 ソントン株式会社
6490 江東区 住友林業㈱ 住宅・建築事業本部東京東⽀店
6491 江東区 ⼩林製薬（株）製品営業事業部
6492 江東区 エヌエイチサービス株式会社
6493 江東区 ダイキン⼯業（株）江東サービスステーション
6494 江東区 （株）ホリウチ
6495 江東区 ムラテックKDS株式会社
6496 江東区 ⼤都サービス株式会社
6497 江東区 ダイキン⼯業 株式会社
6498 江東区 トヨタモビリティ東京株式会社深川ＢＰＣ
6499 江東区 株式会社 藤代商店東京営業所
6500 江東区 富⼠パン粉⼯業株式会社 本社
6501 江東区 セコム株式会社 江東⽀社
6502 江東区 ㈱SCREEN GPサービス東⽇本
6503 江東区 株式会社あらた ⾸都圏⽀社
6504 江東区 （株）⽂優社
6505 江東区 東⻄海運株式会社業務推進部
6506 江東区 株式会社進明技興
6507 江東区 ⽇本メディカルネクスト株式会社東京営業所
6508 江東区 第⼀貨物株式会社 営業本部
6509 江東区 神洋建設株式会社
6510 江東区 株式会社 ウィザースホーム豊洲営業所
6511 江東区 社会福祉法⼈ 爛柯会
6512 江東区 株式会社ネクセライズ
6513 江東区 共同⽔産㈱
6514 江東区 神多野塗装⼯業株式会社
6515 江東区 株式会社パルライン



6516 江東区 ㈱ミライト
6517 江東区 株式会社 総⾷
6518 江東区 ㈱東和電機商会
6519 江東区 株式会社新開トランスポートシステムズ
6520 江東区 ミライフ㈱城東店
6521 江東区 東京パワーテクノロジー㈱
6522 江東区 ⽇本空調サービス株式会社営業開発部
6523 江東区 三平産業（株）
6524 江東区 株式会社ふそう運搬社東陽町営業所
6525 江東区 丸五基礎⼯業（株）東京⽀店
6526 江東区 株式会社ツネミ
6527 江東区 株式会社エムスリーシステム
6528 江東区 東陽電気（株）
6529 江東区 株式会社⽵中⼟⽊
6530 江東区 三永⼯芸印刷（株）
6531 江東区 コカ・コーライーストｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱VM佐賀町⽀店
6532 江東区 株式会社ＡＰＥＸ東京営業所
6533 江東区 株式会社アーバンテクノ
6534 江東区 株式会社デジタル・コミュニケーションズサポートセンター
6535 江東区 東京紙業株式会社城東事業所
6536 江東区 株式会社菊地秀美堂
6537 江東区 エコシビックエンジ（株）
6538 江東区 株式会社ＩＨＩ汎⽤ボイラ
6539 江東区 城東産業株式会社
6540 江東区 株式会社 帝国倉庫 本社
6541 江東区 株式会社 富⼠ライフサービス
6542 江東区 髙瀬物産株式会社 東京⽀店
6543 江東区 松村⽯油（株）東京⽀店
6544 江東区 株式会社 ⼩川⼯務店
6545 江東区 株式会社 アークエース
6546 江東区 株式会社 ⽔興社
6547 江東区 基礎地盤コンサルタンツ（株）関東⽀社
6548 江東区 株式会社 ⼤京
6549 江東区 株式会社テイソウ物流サービスオフィスサービス部
6550 江東区 社会福祉法⼈こころの家族
6551 江東区 ⽇⽴⾦属⼯具鋼株式会社⾸都圏⽀店
6552 江東区 アークメタル株式会社
6553 江東区 ⾦⼦建設株式会社
6554 江東区 勝⽥機械販売株式会社
6555 江東区 株式会社 京葉ファスナー
6556 江東区 墨⽥川造船（株）
6557 江東区 ⾠⺒⾃動⾞⼯業株式会社
6558 江東区 （株）ナプコ



6559 江東区 ⽯川株式会社東京⽀店
6560 江東区 永和ペーブメント株式会社
6561 江東区 株式会社丸⼋ダイレクト深川⽀店
6562 江東区 株式会社 間彦
6563 江東区 株式会社PSビバレッジ
6564 江東区 東京都交通局 ⾞両電気部⼤江⼾線電気管理所
6565 江東区 イカリ消毒株式会社深川営業所
6566 江東区 株式会社 ⼭源⽔産
6567 江東区 泉久⾷品株式会社
6568 江東区 豊洲市場⻘果連合事業協会
6569 江東区 Joyful Investment株式会社管理本部
6570 江東区 ヤマトエンジニアリング株式会社
6571 江東区 株式会社 ⽇伯
6572 江東区 有限会社 タツミ電気商会
6573 江東区 株式会社テクノ菱和城東営業所
6574 江東区 株式会社 総合⽔研究所
6575 江東区 前⽥製管株式会社
6576 江東区 共⽴物産株式会社
6577 江東区 （株）藤⻲建設
6578 江東区 株式会社マルイチ産商東京⽀店
6579 江東区 東京中央⿃卵株式会社
6580 江東区 株式会社ビー・エム・エル
6581 江東区 株式会社⽇⽴産機システム
6582 江東区 株式会社⽇⽴システムズフィールドサービス
6583 江東区 株式会社三友管財
6584 江東区 セントケア江東
6585 江東区 株式会社ミライト・ワン東陽町事業所
6586 江東区 株式会社 オートエクゼ
6587 江東区 株式会社野⼝⼯務店
6588 江東区 株式会社 フジクラ
6589 江東区 有限会社 東進建設
6590 江東区 株式会社テクノ東京
6591 江東区 株式会社新開トランスポートシステムズ 江東営業所
6592 江東区 株式会社 全⽇警 東京中央⽀社ＪＲ業務統括東京⽀店
6593 江東区 株式会社アント
6594 江東区 株式会社 SHINKO
6595 江東区 株式会社よみうりコンピュータ
6596 江東区 社会福祉法⼈あそか会特別養護⽼⼈ホームあそか園
6597 江東区 アイペット損害保険株式会社
6598 江東区 医療法⼈社団やよい会豊洲腎透析クリニック
6599 江東区 アピデ株式会社 東京⽀店
6600 江東区 株式会社メディアクリエイトコミュニケーションズ
6601 江東区 株式会社コートー



6602 江東区 松本塗料（株）東京事業所
6603 江東区 株式会社マグネスケール
6604 江東区 ⼭三交通株式会社
6605 江東区 株式会社 スズケン 城東⽀店
6606 江東区 ＫＧＫサービス株式会社
6607 江東区 ⽇産プリンス東京販売株式会社⻲⼾店
6608 江東区 株式会社中井商店
6609 江東区 松本寝具株式会社
6610 江東区 ⼤東建託株式会社 江東⽀店
6611 江東区 ⽇本郵便株式会社東京国際郵便局
6612 江東区 東京電⼒パワーグリッド株式会社江東⽀社
6613 江東区 東京消防庁 城東消防署
6614 江東区 ショーボンド建設株式会社⾸都圏北陸⽀社
6615 江東区 トヨタモビリティ東京株式会社
6616 江東区 ⽇産東京販売株式会社江東店
6617 江東区 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
6618 江東区 株式会社 伊藤園 東京東部⽀店
6619 江東区 伊藤製パン株式会社砂町⼯場
6620 江東区 多⽥建設株式会社
6621 江東区 株式会社吉野⼯業所
6622 江東区 全労済東京推進本部東部⽀所
6623 江東区 株式会社ヤザキ
6624 江東区 パナマウントケアサービス株式会社
6625 江東区 東京電⼒パワーグリッド株式会社江東⽀社墨東ビル
6626 江東区 株式会社みずほ銀⾏ ⻲⼾法⼈部
6627 江東区 株式会社トピーレック
6628 江東区 ⽇本郵便株式会社城東郵便局
6629 江東区 タイムズサービス株式会社東京⽀店城東エリア
6630 江東区 株式会社シンコーテック
6631 江東区 株式会社 ナビック
6632 江東区 ｼｬｰﾌﾟｻﾎﾟｰﾄｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社東京フィールドセンター
6633 江東区 富⼠フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱
6634 江東区 株式会社 三研企画
6635 江東区 ケイミューホームテック株式会社
6636 江東区 株式会社インディッグ
6637 江東区 江東めぐみ幼稚園
6638 江東区 トヨタモビリティ東京 株式会社江東砂町店
6639 江東区 株式会社 海和塗装店
6640 江東区 株式会社野⼝
6641 江東区 新⽇本ウエックス株式会社江東営業所
6642 江東区 株式会社モトーレントーマツ江東営業所
6643 江東区 株式会社鎌倉亭
6644 江東区 ⼭三株式会社



6645 江東区 トーヨーカネツ株式会社
6646 江東区 ニッコーデンティー株式会社
6647 江東区 株式会社⽇昭印刷紙器
6648 江東区 警視庁城東警察署
6649 江東区 ⽇酸ＴＡＮＡＫＡ株式会社関東⽀店京葉販売Ｇ
6650 江東区 ⽇本郵便株式会社城東郵便局ゆーパック集配営業部
6651 江東区 株式会社三共消毒城東営業所
6652 江東区 ダイキンＨＶＡＣソリューション東京株式会社
6653 江東区 リーテック株式会社東京ＲＳＣセンター
6654 江東区 東京都下⽔道サービス株式会社東部スラッジ事業所
6655 江東区 ⽇⽴建機⽇本株式会社東京東営業所
6656 江東区 東亜・あおみ特定建設⼯事共同企業体南北線10号地作業所
6657 江東区 横⽥アスコム株式会社
6658 江東区 株式会社ＴＡＫイーヴァック
6659 江東区 特別養護⽼⼈ホームカメリア
6660 江東区 パラテクノ株式会社パラテクノ東京
6661 江東区 応⽤冷機株式会社
6662 江東区 ㈱オアシス・イラボレーション東京本社
6663 江東区 株式会社京葉興業 新砂事業部
6664 江東区 株式会社シー・アイ・シー江東第⼀営業所
6665 江東区 株式会社 ニッテク
6666 江東区 平野鋼線株式会社
6667 江東区 有限会社⽯井興業
6668 江東区 株式会社 ユヤマ
6669 江東区 東芝コンシューマーケティング株式会社 江東サービスポイント
6670 江東区 オルガノ株式会社
6671 江東区 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社東京第⼀技術センター
6672 江東区 岡⾕マート株式会社
6673 江東区 ＪＳＴ株式会社
6674 江東区 東京都⽔道局東部第⼀⽀所
6675 江東区 株式会社 ホンダカーズ東京東陽町店
6676 江東区 パナソニックコンシューマーマーケティング(株)ＣＳ社⾸都圏
6677 江東区 ヒラマ⾦物株式会社
6678 江東区 三基型枠⼯業株式会社
6679 江東区 川村義肢株式会社
6680 江東区 東伸⼯業株式会社
6681 江東区 株式会社 ライクス東部導管事業所
6682 江東区 株式会社城東輸送
6683 江東区 有限会社川内鉄⼯⼯業
6684 江東区 社会医療法⼈社団順江会江東病院
6685 江東区 株式会社ヤマオシステムズ
6686 江東区 株式会社 共栄商販
6687 江東区 鈴⽊機⼯株式会社



6688 江東区 株式会社 伸和産業
6689 江東区 ⼀般社団法⼈ 巨樹の会江東リハビリテーション病院
6690 江東区 株式会社 エバニュー
6691 江東区 トーヨーコーケン株式会社
6692 江東区 株式会社 野村⼯務店
6693 江東区 ⽇本メガケア株式会社城東営業所
6694 江東区 ⽇本ロジテム株式会社
6695 江東区 東京産資源株式会社
6696 江東区 株式会社ローソン江東⽀店
6697 江東区 ダイハツ東京販売株式会社⻲⼾店
6698 江東区 ＳＧフィルダー株式会社東京中継⽀店Ｘフロンティア事業場
6699 江東区 中央労働⾦庫⻲⼾⽀店
6700 江東区 ⽇本機設株式会社 本社
6701 江東区 安⽥株式会社東京⽀店
6702 江東区 ⽩洋舎 東京東⽀店 江東営業所
6703 江東区 有限会社林設備⼯業
6704 江東区 ヤマト特殊鋼株式会社
6705 江東区 アサヒ飲料販売株式会社中央⽀店
6706 江東区 ＳＧホールディングス株式会社東京事業所
6707 江東区 ロックペイント株式会社
6708 江東区 ⽇本ヒューレット・パッカード合同会社
6709 江東区 紳栄建設株式会社
6710 江東区 株式会社⼤宣システムサービス
6711 江東区 ⼀般財団法⼈東京都交通安全協会江東講習所
6712 江東区 株式会社都市環境エンジニアリング江東事業所
6713 江東区 株式会社コバユー
6714 江東区 株式会社 ウェルサプライ
6715 江東区 タカナシ販売株式会社東京中央営業所
6716 江東区 株式会社江東解体興業
6717 江東区 アイグラフィックサービス株式会社
6718 江東区 丸井産業株式会社 東京営業所
6719 江東区 三報社印刷株式会社
6720 江東区 有限会社 晴海屋
6721 江東区 株式会社⼋幡⼯業
6722 江東区 株式会社 ⼊沢⼯務店
6723 江東区 株式会社 サクション⽡斯機関製作所
6724 江東区 ダイキン・コンシューマ・マーケティング株式会社
6725 江東区 旭化成ホームズ株式会社東京東ホームサービス課
6726 江東区 株式会社⽯川
6727 江東区 古賀オール株式会社
6728 江東区 ㈱共同紙販ホールディングス
6729 江東区 ⼩島電気⼯業株式会社
6730 江東区 鈴直商事株式会社



6731 江東区 株式会社スプラウトインベストメント
6732 江東区 ＳＡＮＥＩ株式会社 東京⽀店
6733 江東区 有限会社 城東ビルサービス
6734 江東区 ⽇本フォームサービス株式会社
6735 江東区 株式会社 三啓
6736 江東区 マルホ株式会社城東オフィス
6737 江東区 東芝ﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ株式会社城東事業所
6738 江東区 株式会社 新和電⼯
6739 江東区 株式会社アクティオ東京⽀店フィールドサービス課
6740 江東区 株式会社 ナカキン
6741 江東区 クニヰ電気⼯業株式会社
6742 江東区 株式会社ＩＨＩ扶桑エンジニアリング
6743 江東区 株式会社ヤマシタ
6744 江東区 ユニック関東販売株式会社
6745 江東区 グローバルキッズ堅川園
6746 江東区 株式会社ナベカヰ
6747 江東区 有限会社コウリョウ設備 本社
6748 江東区 東京都下⽔道局砂町⽔再⽣センター
6749 江東区 株式会社 太⽥製作所
6750 江東区 ⾼橋建設株式会社
6751 江東区 砂町アスコン株式会社
6752 江東区 株式会社スガテック関東⽀店
6753 江東区 岩⾕テクノ株式会社
6754 江東区 ＳＧＨグローバル・ジャパン株式会社
6755 江東区 ⼩池酸素⼯業株式会社ガス部
6756 江東区 野村鋼機株式会社
6757 江東区 ＳＧフィルダー株式会社
6758 江東区 株式会社関電⼯社会インフラ統括本部東京配電⽀社新砂⼯務所
6759 江東区 ＳＧフィルダー株式会社ジョブセンター東京ベイ
6760 江東区 富⼠興産株式会社東京⽀店
6761 江東区 コマニー株式会社
6762 江東区 ⼤和冷機⼯業株式会社江東営業所
6763 江東区 株式会社 前⽥⼯務店
6764 江東区 東京都住宅供給公社⻲⼾窓⼝センター
6765 江東区 医療法⼈社団 愛育会
6766 江東区 株式会社 狩野組
6767 江東区 ドゥ・ヤマモト株式会社
6768 江東区 社会福祉法⼈あそか会 特別養護⽼⼈ホーム 北砂ホーム
6769 江東区 株式会社ビー・ピー・エス
6770 江東区 株式会社 アクティオエンジニアリング事業部
6771 江東区 株式会社 ダスキンシャトル東京
6772 江東区 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 江東営業所
6773 江東区 株式会社 千葉測器江東営業所



6774 江東区 磯部塗装株式会社
6775 江東区 因幡電機産業株式会社
6776 江東区 新成基礎⼯事株式会社
6777 江東区 パラマウントベット株式会社
6778 江東区 レオン⾃動機株式会社東京営業所
6779 江東区 株式会社LIXIL
6780 江東区 株式会社 東江テクニカ
6781 江東区 ⼤進設備株式会社
6782 江東区 ドゥ・スポーツプラザ南砂町
6783 江東区 末広建設株式会社
6784 江東区 ⽣活協同組合パルシステム東京江東センター
6785 江東区 ヤナセヴィークルワールド株式会社江東⽀店
6786 江東区 ソフトバンク㈱東京ネットワークセンター 新砂センター
6787 江東区 明治フレッシュネットワーク㈱関東⽀店
6788 江東区 トーヨーカネツビルテック株式会社
6789 江東区 株式会社 ⽇本住宅保証検査機構⾸都圏⽀店東京営業所
6790 江東区 ネッツトヨタ東都株式会社江東店
6791 江東区 学校法⼈ 進藤学園きよし幼稚園
6792 江東区 能美ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
6793 江東区 ｲｹﾞﾀｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｲﾌﾟ株式会社東京⽀店
6794 江東区 株式会社ユニオントラスト東京本社
6795 江東区 東京都計量検定所
6796 江東区 橋本興業株式会社
6797 江東区 城東電創 株式会社
6798 江東区 ＳＧリアルティ株式会社
6799 江東区 株式会社トスネット⾸都圏本社・東京営業所
6800 江東区 ⽇本総合住⽣活株式会社東京東⽀店
6801 江東区 株式会社 久松鉄筋⼯業
6802 江東区 株式会社パック
6803 江東区 株式会社 ⽩櫻堂塗装⼯業所
6804 江東区 花村産業株式会社東京事業所営業課業務係
6805 江東区 株式会社⽇本サービスセンター
6806 江東区 化⼯建設株式会社
6807 江東区 綜合警備保障株式会社中央⽀社 ⻲⼾⽀店
6808 江東区 第⼀カッター興業株式会社東京⽀店
6809 江東区 佐川急便株式会社東京本社
6810 江東区 マイクロシステム株式会社
6811 江東区 株式会社関電⼯社会インフラ統轄本部 東京配電⽀社
6812 江東区 ⾦森興業株式会社
6813 江東区 新興プラスチックス株式会社
6814 江東区 清⽥軌道⼯業株式会社東京⽀店深川作業所
6815 江東区 株式会社 正光社ＳＫ事業所
6816 江東区 株式会社関電⼯江東営業所



6817 江東区 株式会社 共同⼟⽊
6818 江東区 医療法⼈社団 葵会介護⽼⼈保健施設葵の園・江東区
6819 江東区 ⽇鉄住⾦防蝕株式会社
6820 江東区 前澤化成⼯業 株式会社東京⽀店東京営業所
6821 江東区 株式会社 船橋屋
6822 江東区 株式会社⽇本サービスセンターあっぷる江東店
6823 江東区 国分⾸都圏 株式会社
6824 江東区 伊藤忠飼料株式会社
6825 江東区 株式会社 菱華テック
6826 江東区 株式会社LIXILトータルサービス
6827 江東区 公益財団法⼈東京タクシーセンター
6828 江東区 エースビジネスサービス株式会社
6829 江東区 ニチレイマグネット株式会社
6830 江東区 医療法⼈社団 湖聖会介護⽼⼈保健施設キーストーン
6831 江東区 東名メディック株式会社⾸都圏東サービスセンター
6832 江東区 アシックスジャパン株式会社
6833 江東区 新共 株式会社
6834 江東区 パシフィックサプライ株式会社東京営業所
6835 江東区 株式会社 ⾠⺒菱機
6836 江東区 ＳＧモータース株式会社
6837 江東区 リコージャパン株式会社
6838 江東区 トーヨーカネツ株式会社（南砂1-25-2）
6839 江東区 株式会社 港屋
6840 江東区 株式会社サイサン東京営業所
6841 江東区 有限会社 成⽥⼯業
6842 江東区 株式会社サトー江東サポートセンター
6843 江東区 公益財団法⼈ 東京都環境公社環境技術部環境計測センター
6844 江東区 ナイスコミュ⼆ティー株式会社
6845 江東区 株式会社インボディ・ジャパン
6846 江東区 医療法⼈社団⽇健会
6847 江東区 ＮＸ商事株式会社東京⽀店整備部東京⼯場
6848 江東区 ⽇軽エンジニアリング株式会社
6849 江東区 株式会社 丸⼭製作所
6850 江東区 社会福祉法⼈ 愛郷会
6851 江東区 株式会社 フォーサイトテクノ
6852 江東区 株式会社 善興社
6853 江東区 アコマ医科⼯業株式会社東関東営業所
6854 江東区 株式会社 三明電気⼯事
6855 江東区 ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ株式会社 新砂ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
6856 江東区 旭トステム外装㈱
6857 江東区 株式会社 タニックス
6858 江東区 ⼩野⽥ケミコ株式会社東京⽀店
6859 江東区 株式会社⽩峰



6860 江東区 株式会社 協栄通信サービス
6861 江東区 ⼆葉商事株式会社
6862 江東区 東京地下鉄株式会社深川総合運動場
6863 江東区 株式会社⼭善東京東⽀店
6864 江東区 株式会社明治関東⽀社
6865 江東区 株式会社 東洋化学商会
6866 江東区 ⽇本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
6867 江東区 医療法⼈社団和⾵会介護⽼⼈保健施設メディケアイースト
6868 江東区 株式会社タクト・マシン・サービス
6869 江東区 コンドーテック株式会社東京⽀店
6870 江東区 ミドリ安全株式会社 江東⽀店
6871 江東区 株式会社 丸⼭⼯務店
6872 江東区 テイエヌネット株式会社
6873 江東区 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 東京城東病院
6874 江東区 ＳＧモータース株式会社東京店 新砂⼯場
6875 江東区 建勝
6876 江東区 ワゴジャパン株式会社東京営業所
6877 江東区 株式会社サンリバ・クリーン
6878 江東区 昭和ゴム機⼯株式会社
6879 江東区 松丸⼯事運輸株式会社
6880 江東区 FVジャパン株式会社
6881 江東区 株式会社エクセル
6882 江東区 (株)フクシ・エンタープライズ
6883 江東区 らいおんハートリハビリデイサービス東陽町
6884 江東区 有限会社⽚桐⼯業
6885 江東区 有限会社 栗⽥⻘果
6886 江東区 株式会社⼩⿊組
6887 江東区 ミヤコ電機株式会社
6888 江東区 株式会社ミヤギ江東
6889 江東区 株式会社明治座
6890 江東区 株式会社 宮本
6891 江東区 株式会社アクティオ鉄道事業部
6892 江東区 電⾳エンジニアリング株式会社東京テクニカルセンター
6893 江東区 寿産業株式会社 城東⽀店
6894 江東区 旭化成ホームズ株式会社東京営業本部技術部東京東⼯事課
6895 江東区 株式会社佐藤機⼯
6896 江東区 上陽レミコン株式会社東京⼯場
6897 江東区 株式会社 旭ファスコン
6898 江東区 協和⾃動⾞株式会社
6899 江東区 ⽇本郵便メンテナンス㈱東京⽀店
6900 江東区 株式会社加藤建設
6901 江東区 株式会社 ヤマムラ東京⽀店
6902 江東区 東京都交通局新宿線電気管理所



6903 江東区 株式会社 昭電ＳＣセンタ
6904 江東区 株式会社益⻘
6905 江東区 サンコーコンサルタント株式会社
6906 江東区 成⽥運輸株式会社
6907 江東区 株式会社内藤商会
6908 江東区 有限会社⽇進⾃動⾞⼯業
6909 江東区 株式会社アクティオ道路機械事業部
6910 江東区 有限会社 須⽥⼟⽊
6911 江東区 株式会社 広島
6912 江東区 勝⼭⼯業株式会社
6913 江東区 株式会社 東京クレンジング
6914 江東区 株式会社安藤・間 ＪＶ
6915 江東区 ＳＧシステム株式会社
6916 江東区 デイサービスたけのこ
6917 江東区 株式会社トピーレックスポーツクラブオッソ南砂
6918 江東区 旭化成リフォーム株式会社東京第⼆営業所
6919 江東区 株式会社 ガス研
6920 江東区 ⼭崎産業株式会社第⼆営業本部東京営業所
6921 江東区 フィットワン株式会社本店
6922 江東区 ㈱ライコム・コーポレーション
6923 江東区 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社東東京⽀店江東⽀社
6924 江東区 株式会社シモヤマ
6925 江東区 ルミナス・ビージャパン株式会社オペレーションセンター
6926 江東区 株式会社 オチアイ
6927 江東区 株式会社みずほ銀⾏⻲⼾⽀店
6928 江東区 ⼤⽇通信⼯業株式会社東京営業所
6929 江東区 ⽇建リース⼯業株式会社
6930 江東区 もりや産業株式会社東京⽀店
6931 江東区 ⼀建設株式会社江東営業所
6932 江東区 ＣＲＳ株式会社本社
6933 江東区 株式会社 サンシン
6934 江東区 ⼤⽇本ファスナー株式会社
6935 江東区 ㈱サンテックインターナショナル
6936 江東区 キャノンシステムアンドサポート株式会社 江東営業所
6937 江東区 ⼤陽⽇酸メディカルサイト㈱
6938 江東区 野⼝株式会社介護ショップハーティケア⻲⼾店
6939 江東区 株式会社三機サービス東京センター
6940 江東区 アートコーポレーション（株）江東⽀店
6941 江東区 株式会社 マルコシ江東店
6942 江東区 株式会社 三栄企画
6943 江東区 株式会社⽊曽路
6944 江東区 株式会社丸秀⼯機本社
6945 江東区 ⼤東建託リーシング株式会社⻲⼾店



6946 江東区 有限会社⽵⽯アロイツール⼯業
6947 江東区 （株）ダイクレ 東京⽀店
6948 江東区 株式会社 富⼠薬品江東営業所
6949 江東区 真栄測量株式会社
6950 江東区 ネグロス電⼯株式会社
6951 江東区 株式会社 プレコエムユニット
6952 江東区 スポーツクラブ＆スパルネサンス⻲⼾
6953 江東区 ⽯澤⼯業株式会社
6954 江東区 株式会社ケイ・エヌ・システムプランニング東京営業所
6955 江東区 株式会社 有倉商店
6956 江東区 宇都宮⼯業株式会社
6957 江東区 株式会社ニシ・スポーツ
6958 江東区 東京⽔道株式会社⻲⼾業務センター
6959 江東区 リハプライド⻲⼾
6960 江東区 株式会社 ヨドバシカメラエクスプレスサービス部墨東拠点
6961 江東区 株式会社 ⼤誠樹脂
6962 品川区 警視庁 （他4）
6967 品川区 東京運転代⾏
6968 品川区 アスモシード合同会社東京ＶＩＰ代⾏
6969 品川区 東京代⾏
6970 品川区 三英電業株式会社東京⽀店南部⽀社
6971 品川区 国⼟交通省 関東地⽅整備局東京国道事務所 品川出張所
6972 品川区 東鉄メンテナンス⼯事株式会社
6973 品川区 関東港運株式会社
6974 品川区 株式会社 宇徳
6975 品川区 株式会社ＪＥＲＡ品川⽕⼒発電所
6976 品川区 東海旅客鉄道株式会社⼤井電気技術センター
6977 品川区 ⽇本コンテナ・ターミナル株式会社
6978 品川区 原⽥港湾株式会社
6979 品川区 ダイドービバレッジサービス東京第⼀営業所
6980 品川区 株式会社 シンシア
6981 品川区 株式会社 眞栄⼟⽊
6982 品川区 新幹線メンテナンス東海株式会社⼤井⽇勤事業所
6983 品川区 ヤマトオートワークス株式会社新東京⼯場
6984 品川区 株式会社エフェクトメイジ東京⽀店
6985 品川区 ⽇本貨物鉄道株式会社
6986 品川区 第⼯ 株式会社 東京⽀店
6987 品川区 三光電気⼯事株式会社⼤井営業所
6988 品川区 東都⽣活協同組合品川センター
6989 品川区 株式会社 Ｓ・Ｓ⼟⽊
6990 品川区 宇徳港運株式会社
6991 品川区 ⾼崎建設株式会社 品川事業所
6992 品川区 東海旅客鉄道（株） 新幹線鉄道事業本部 東京仕業検査⾞両所



6993 品川区 ⽇本貨物鉄道株式会社東京メンテナンスステーション
6994 品川区 宇徳ターミナルサービス㈱
6995 品川区 ＫＭＳエンジニアリング株式会社
6996 品川区 ㈱ダイトーコーポレーション⼤井営業所
6997 品川区 株式会社賢⼯製版
6998 品川区 ⽇本ハイウエイ・サービス株式会社
6999 品川区 東邦薬品株式会社
7000 品川区 新興海陸運輸株式会社
7001 品川区 名⼯建設株式会社⼤井⼯事事務所
7002 品川区 ㈱住友倉庫東京⽀店海上業務第⼀課
7003 品川区 株式会社ジェイアール貨物・不動産開発 ⼤井総合事業所
7004 品川区 SGシステム株式会社 BPO事業部第１ユニット関東
7005 品川区 東 海運株式会社 京浜事業部埠頭部 品川コンテナセンター
7006 品川区 南⼯業有限会社
7007 品川区 ピツニーボウズジャパン株式会社
7008 品川区 エルティーライト株式会社
7009 品川区 東京都第⼆建設事務所
7010 品川区 株式会社神⼾製鋼所東京本社
7011 品川区 株式会社サンゲツ東京店
7012 品川区 株式会社サナース
7013 品川区 株式会社エヌ・オー・ティー
7014 品川区 バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社
7015 品川区 旭光電機⼯業株式会社
7016 品川区 ネスレ⽇本株式会社東京⽀店
7017 品川区 株式会社コイケ
7018 品川区 三菱電機システムサービス（株）⾸都圏第３⽀社
7019 品川区 渡辺パイプ株式会社
7020 品川区 東京消防庁 品川消防署
7021 品川区 株式会社オザワミート
7022 品川区 ⽇本バーズ株式会社
7023 品川区 社会福祉法⼈福栄会
7024 品川区 株式会社昭和ネオン
7025 品川区 株式会社 テクノパルネット
7026 品川区 京セラ株式会社東京事業所
7027 品川区 株式会社かんぽ⽣命保険南東京法⼈⽀店
7028 品川区 ⾏政書⼠法⼈きずな東京
7029 品川区 三菱ふそうトラック・バス（株）南関東ふそう 品川⽀店整備⼯場
7030 品川区 株式会社⽇本テクニカルサポート
7031 品川区 株式会社TAG-1
7032 品川区 株式会社シノダ品川店
7033 品川区 JR東⽇本健康推進センター
7034 品川区 株式会社ＮＩＰＰＯ城東復旧出張所
7035 品川区 東横INN品川港南⼝天王洲アイル



7036 品川区 ⽇本ペイント株式会社
7037 品川区 ⽇本ペイント・オートモーティブコーティング株式会社
7038 品川区 ホシザキ東京株式会社
7039 品川区 株式会社勝亦電機製作所
7040 品川区 ⽇本ペイントインダストリアルコーティングス株式会社
7041 品川区 ⽇本ライフライン株式会社
7042 品川区 ⽇本ライフライン株式会社東京第⼆営業所
7043 品川区 トキワ産業株式会社東京営業所
7044 品川区 ニッペホームプロダクツ株式会社
7045 品川区 ダスキン⽊村第⼀⽀店
7046 品川区 仲屋ブラシ⼯業株式会社
7047 品川区 ヤマギシリホーム⼯業株式会社
7048 品川区 ミモザ南品川
7049 品川区 株式会社中島商会 東京⽀店
7050 品川区 株式会社神鋼環境ソリューション
7051 品川区 プリマハム株式会社
7052 品川区 ⽇本レストランホールディングス
7053 品川区 東⽇本電気エンジニアリング株式会社東京⽀店品川信号サービ
7054 品川区 あすか創建株式会社中央導管事業所
7055 品川区 ステラ株式会社
7056 品川区 ⼤川精螺⼯業株式会社
7057 品川区 特定⾮営利活動法⼈国際交流学級
7058 品川区 ディー・エイチ・エルジャパン株式会社
7059 品川区 株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーション東京⻄出張所
7060 品川区 株式会社⾓⽥ブラシ製作所
7061 品川区 学校法⼈品川ｴﾄﾜｰﾙ⼥⼦⾼等学校ｴﾄﾜｰﾙ幼稚園
7062 品川区 資⽣堂プロフェッショナル株式会社
7063 品川区 エヌ・ビー・シー協同組合
7064 品川区 ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
7065 品川区 株式会社東京三和ハム
7066 品川区 中央計装株式会社
7067 品川区 株式会社ブロードリーフ
7068 品川区 ⽇本包装機械株式会社
7069 品川区 ⽇本電設電⾞線⼯事株式会社⼤井町⼯事所
7070 品川区 株式会社新宿電業社
7071 品川区 株式会社ホリスター
7072 品川区 ジャパン・ポートサービス株式会社
7073 品川区 株式会社⽇本総合研究所
7074 品川区 協栄産業株式会社
7075 品川区 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社
7076 品川区 イースター株式会社
7077 品川区 シティーロード株式会社
7078 品川区 品川教会付属幼稚園



7079 品川区 株式会社 城⼭ 東京営業本部
7080 品川区 東芝ライテック株式会社
7081 品川区 トヨタエルアンドエフ東京株式会
7082 品川区 旭精⼯株式会社東京⽀社
7083 品川区 原⽥塗料株式会社
7084 品川区 オーウェル株式会社
7085 品川区 株式会社坂ノ途中東京オフィス
7086 品川区 泉州電業株式会社
7087 品川区 メルセデス・ベンツ⽇本株式会社
7088 品川区 パナソニックSSサービス株式会社
7089 品川区 東京消防庁品川消防署⼤崎出張所
7090 品川区 株式会社ネクスト
7091 品川区 ⼭下電気株式会社
7092 品川区 コベルコ・コンプレッサ株式会社
7093 品川区 ⼤嘉産業株式会社 東京⽀店
7094 品川区 中外製薬株式会社関東南総括⽀店
7095 品川区 株式会社アイトー
7096 品川区 佐川印刷株式会社東京⽀店
7097 品川区 株式会社アイベック
7098 品川区 ラジオメーター株式会社
7099 品川区 本多通信⼯業株式会社
7100 品川区 サンメトロ輸送株式会社
7101 品川区 株式会社ジャパンエニックス
7102 品川区 広島和光株式会社東京営業所
7103 品川区 寺⽥倉庫株式会社
7104 品川区 株式会社アマナ
7105 品川区 ワイズネット株式会社
7106 品川区 株式会社須⻑製作所
7107 品川区 カボデンタルシステムズ株式会社
7108 品川区 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾈｸﾄ株式会社現場ｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ⾸都圏部⾨
7109 品川区 岡本⼯業株式会社
7110 品川区 株式会社⽇本アクセス東⽇本営業部⾨
7111 品川区 株式会社ＪＴＢ
7112 品川区 極東開発⼯業（株）
7113 品川区 株式会社アクアクララレモン
7114 品川区 住ベシート防⽔株式会社
7115 品川区 株式会社サンワシステム
7116 品川区 警視庁品川警察署
7117 品川区 共⽴建設株式会社
7118 品川区 コダック合同会社
7119 品川区 株式会社スズケン城南⽀店
7120 品川区 丸磯建設株式会社
7121 品川区 キンコーズ・ジャパン株式会社



7122 品川区 サンホームサービス株式会社
7123 品川区 メルセデス・ベンツ⽇本株式会社業務委託先(株)ディーフレックス
7124 品川区 ロジスネクスト東京株式会社品川⽀店
7125 品川区 株式会社タジマ 東京本社
7126 品川区 東罐興業株式会社
7127 品川区 恒栄企業株式会社
7128 品川区 品川区役所
7129 品川区 ベイシス株式会社
7130 品川区 吉福エンジニアリング株式会社
7131 品川区 株式会社ビオス
7132 品川区 半七写真印刷株式会社
7133 品川区 良⼯舎⼭本鋼業 株式会社
7134 品川区 株式会社ﾊｲﾎﾟﾈｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
7135 品川区 扶桑電機⼯業株式会社
7136 品川区 株式会社オークエンジニアリング
7137 品川区 東京都下⽔道サービス株式会社品川事業所
7138 品川区 株式会社ケービーエルー
7139 品川区 株式会社ウスネフード
7140 品川区 株式会社デュアルタップ
7141 品川区 株式会社ミマキエンジニアリング
7142 品川区 アコマ医科⼯業株式会社⾸都圏営業部南関東営業所
7143 品川区 シュンク・ジャパン株式会社
7144 品川区 ⽇本ペットフード株式会社東京⽀店
7145 品川区 リンナイ株式会社関東⽀店
7146 品川区 株式会社IHI物流産業システム京浜サービスセンター
7147 品川区 株式会社エヌメック
7148 品川区 株式会社ＵＥＸ
7149 品川区 三和テッキ株式会社
7150 品川区 ⽇本ペイントホールディングス株式会社
7151 品川区 ＪＦＥエンジニアリング株式会社東京⼯事事業所
7152 品川区 渡辺パイプ株式会社品川SC
7153 品川区 東洋紙業株式会社東京本社
7154 品川区 ＳＢカワスミ株式会社
7155 品川区 ｼﾞｬｶﾞｰ･ﾗﾝﾄﾞﾛｰﾊﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
7156 品川区 伏⾒⼯業株式会社
7157 品川区 株式会社かんぽ⽣命保険南東京⽀店
7158 品川区 株式会社グリムスパワー
7159 品川区 スリーエムジャパン株式会社
7160 品川区 株式会社東京⼭勝
7161 品川区 株式会社 ABE MOTORS
7162 品川区 株式会社キャプティ事業部
7163 品川区 ⼋千代電設⼯業株式会社東京⽀店
7164 品川区 株式会社ミヤデラ断熱



7165 品川区 株式会社オーツカ
7166 品川区 東京サラヤ株式会社
7167 品川区 株式会社ＴＡＩＹＯ
7168 品川区 ⽇本ダイヤバルブ株式会社
7169 品川区 アウディジャパン株式会社
7170 品川区 株式会社テクノマックス
7171 品川区 キャノンＩＴSメディカル株式会社
7172 品川区 株式会社ソクハイ
7173 品川区 ⽇本ウォーターズ株式会社
7174 品川区 JR東⽇本テクノロジー株式会社東京設備⽀店
7175 品川区 株式会社ＡＢＥＭＯＴＯＲＳ品川ショールーム
7176 品川区 あすか創建株式会社
7177 品川区 ハート株式会社品川⽀店
7178 品川区 株式会社はま寿司
7179 品川区 株式会社C＆Gシステムズ
7180 品川区 株式会社トウケン
7181 品川区 財団法⼈河野臨牀医学研究所
7182 品川区 株式会社第⼀興商
7183 品川区 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
7184 品川区 株式会社ビケンテクノ東京本部
7185 品川区 仲岡建設株式会社
7186 品川区 東京物産株式会社
7187 品川区 株式会社NSS東京⽀店
7188 品川区 東和薬品株式会社品川営業所
7189 品川区 株式会社⽇本アクセス
7190 品川区 セガサミーホールディングス株式会社
7191 品川区 ヘンケルジャパン株式会社
7192 品川区 テクノ⽮崎株式会社
7193 品川区 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
7194 品川区 株式会社⼤滝⼯務店
7195 品川区 ナンブ・エンタープライズ株式会
7196 品川区 アズビル株式会社
7197 品川区 株式会社ハブネット
7198 品川区 株式会社GRコンサルティング
7199 品川区 株式会社NIPPO関東第⼆⽀店
7200 品川区 株式会社ユニマットライフ港営業所
7201 品川区 株式会社北澤電機製作所
7202 品川区 シャープエネルギーソリューションズ株式会社
7203 品川区 東京冷機⼯業株式会社品川営業所
7204 品川区 シオノギヘルスケア株式会社東京営業オフィス
7205 品川区 サンコー商事株式会社
7206 品川区 株式会社グリムスソーラー
7207 品川区 株式会社サンゲツヴォーヌ



7208 品川区 美鈴⼯業株式会社
7209 品川区 有限会社百⾆⿃伶⼈公司
7210 品川区 春雪さぶーる株式会社
7211 品川区 株式会社セガ
7212 品川区 株式会社シュテルン品川
7213 品川区 ⼩松⾃動⾞⼯業株式会社
7214 品川区 渡辺パイプ株式会社品川電⼯サービスセンター
7215 品川区 株式会社協⽴ 東京⽀店
7216 品川区 SBカワスミ株式会社 東京⽀店
7217 品川区 ワシノ商事株式会社東京⽀店
7218 品川区 ⽇本リーテック株式会社東京⽀店
7219 品川区 株式会社オリナス
7220 品川区 東京港運株式会社
7221 品川区 株式会社第⼀興商東京営業所
7222 品川区 株式会社ニトムズ
7223 品川区 東⽇本電気ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社東京⽀店 東京⾞線ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
7224 品川区 ヤナセオートモーティブ株式会社品川⽀店
7225 品川区 株式会社⼤和バルブ
7226 品川区 ⽇本アクア開発株式会社
7227 品川区 京セラコミュニケーションシステ東京事業所
7228 品川区 パナソニックサイクルテック株式会社⾸都圏⽀店
7229 品川区 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社 ＶＥ社
7230 品川区 株式会社ティアフォー
7231 品川区 パナソニックエコソリューションズＡＷＥ株式会社
7232 品川区 パナソニックエイジフリーショップ品川
7233 品川区 株式会社イートアンドフーズ
7234 品川区 ⼤東建託パートナーズ株式会社
7235 品川区 株式会社 久世 品川営業所
7236 品川区 渡邉パイプ株式会社品川（⽔⼯・設備・空調）
7237 品川区 グッドルーム株式会社
7238 品川区 フォルクスワーゲンジャパン株式会社
7239 品川区 株式会社ＮＩＰＰＯ東京統括事業所
7240 品川区 ケーシーアイ株式会社
7241 品川区 内外⽇東株式会社
7242 品川区 有限会社藤真⼯業
7243 品川区 株式会社マキシンコー
7244 品川区 株式会社フォーバルテクノロジー
7245 品川区 株式会社加藤製作所
7246 品川区 鈴中⼯業株式会社東京⽀店
7247 品川区 鈴仙運輸株式会社
7248 品川区 株式会社共益商会
7249 品川区 株式会社スポーツテクノ和弘
7250 品川区 東京消防庁⼤井消防署



7251 品川区 ⽥中商事株式会社
7252 品川区 ＳＧシステム株式会社
7253 品川区 株式会社井⾨エンタープライズ
7254 品川区 株式会社ニコンソリューションズ
7255 品川区 株式会社ヴィゴール
7256 品川区 株式会社横浜銀⾏ ⼤森⽀店
7257 品川区 トヨタモビリティ東京株式会社勝島店
7258 品川区 株式会社東急コミュニティー
7259 品川区 神保電器株式会社⾸都圏南営業所
7260 品川区 有限会社ジェイアールエス
7261 品川区 ⼤成温調株式会社
7262 品川区 前⽥硝⼦株式会社
7263 品川区 警視庁⼤井警察署
7264 品川区 株式会社三共消毒城南営業所
7265 品川区 ヤチヨコアシステム株式会社城南営業所
7266 品川区 ⽇栄興業株式会社
7267 品川区 株式会社東幸社
7268 品川区 株式会社ブンリ
7269 品川区 佐藤建設⼯業株式会社
7270 品川区 エレベーターコミュニケーションズ株式会社
7271 品川区 株式会社アルテック
7272 品川区 株式会社イディア
7273 品川区 株式会社タイセイ・ハウジー⼤森営業所
7274 品川区 トヨタモビリティ東京株式会社タクシー部
7275 品川区 株式会社⽊曽路 ⼤森店
7276 品川区 ユニオンツール株式会社
7277 品川区 株式会社キクチ
7278 品川区 東京都競⾺株式会社
7279 品川区 ＴＭプロサービス株式会社
7280 品川区 株式会社ユニマットライフレンタル南品川営業所
7281 品川区 社会福祉法⼈ 春光福祉会
7282 品川区 いすゞ⾃動⾞販売株式会社
7283 品川区 有限会社⼤森建材
7284 品川区 原⽥⼯業株式会社
7285 品川区 株式会社トーカイ品川営業所
7286 品川区 株式会社オープンハウス⼤井町営業センター
7287 品川区 株式会社ヤマダデンキLABI品川⼤井町
7288 品川区 ⼩倉ホールディングス株式会社勝島センター
7289 品川区 トヨタモビリティ東京株式会社勝島サービスセンター
7290 品川区 三愛リテールサービス株式会社
7291 品川区 三愛オブリ株式会社
7292 品川区 みづほ⼯業株式会社東京⽀店
7293 品川区 ⽇本郵便株式会社品川郵便局



7294 品川区 帝⼈ナカシマメディカル株式会社東京営業所
7295 品川区 東芝エレベータ株式会社東京⽀社
7296 品川区 株式会社京浜⼯業所
7297 品川区 東京キリンビバレッジサービス株式会社品川⽀店
7298 品川区 朝陽塗装⼯業株式会社
7299 品川区 ミサワホーム株式会社東京⽀社東京⽀店
7300 品川区 学校法⼈⼤野学園鈴ヶ森めばえ幼稚園
7301 品川区 株式会社システムハウスアールアンドシー⾸都圏事業部
7302 品川区 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ株式会社 城南ｾｰﾙｾﾝﾀｰ
7303 品川区 中央労働⾦庫⼤井⽀店
7304 品川区 株式会社 北洲
7305 品川区 三栄通信⼯業株式会社
7306 品川区 アイ・エフ・エフ⽇本株式会社本社
7307 品川区 岡三証券株式会社⼤森⽀店
7308 品川区 株式会社⼤塚商会
7309 品川区 株式会社阪和
7310 品川区 株式会社アイ・シー・エル
7311 品川区 三愛オブリテック株式会社
7312 品川区 三菱鉛筆株式会社
7313 品川区 株式会社システムハウスアールアンドシー事業開発本部
7314 品川区 株式会社⻘野⼯業
7315 品川区 三菱電機冷熱プラント株式会社
7316 品川区 下⽥⼯業株式会社
7317 品川区 かんべ⼟地建物株式会社
7318 品川区 ⽇本パブリックサービス株式会社
7319 品川区 ⻄村造園⼟⽊株式会社
7320 品川区 学校法⼈⼩野学園
7321 品川区 ⼤東建託株式会社 品川⽀社
7322 品川区 リコージャパン株式会社
7323 品川区 株式会社ラミーコーポレーション東京⽀社
7324 品川区 株式会社理研オプテック
7325 品川区 内外化学製品株式会社
7326 品川区 プロダクトデザイン⼯業(株)
7327 品川区 ミサワリフォーム株式会社東京南⽀店城南営業課
7328 品川区 電通⼯業株式会社
7329 品川区 株式会社カイト
7330 品川区 富⼠セイラ株式会社
7331 品川区 株式会社ユニマットライフレンタル品川営業所
7332 品川区 株式会社ローソン関東法⼈⽀店
7333 品川区 社会福祉法⼈さくら会南⼤井在宅サービスセンター
7334 品川区 有限会社 榎本
7335 品川区 フィブイントラロジスティクス株式会社
7336 品川区 株式会社アベコー品川営業所



7337 品川区 株式会社⽥村⽶菓
7338 品川区 株式会社ヒテン機⼯
7339 品川区 ㈲シルバーメディカルサービス寿いきいきセンター南⼤井
7340 品川区 天狗⽸詰株式会社東京営業所
7341 品川区 株式会社ホットスタッフ品川
7342 品川区 株式会社アイディプロパティ
7343 品川区 ⼤⽯電機⼯業株式会社
7344 品川区 特別区競⾺組合
7345 品川区 スバル興業株式会社昭和島事業所⼋潮基地
7346 品川区 ⾕⼝運送株式会社
7347 品川区 佐川グローバルロジステイクス株式会社
7348 品川区 ⾸都⾼東品川JV⼯事事務所
7349 品川区 デイベンロイリネンサプライ株式会社
7350 品川区 第⼀園芸株式会社
7351 品川区 株式会社橋⽖製麺
7352 品川区 株式会社サニコン
7353 品川区 いすゞビルメンテナンス株式会社
7354 品川区 株式会社第⼀テクノ
7355 品川区 プリマハム株式会社南東京営業所
7356 品川区 ＳＰＫ株式会社ＣＵＳＰＡ部
7357 品川区 ＳＰＫ株式会社 東京営業所
7358 品川区 株式会社東京測器研究所
7359 品川区 ユタカ株式会社
7360 品川区 ロジスパック株式会社
7361 品川区 三⽴興産株式会社東京⽀店
7362 品川区 株式会社サカエ東京南営業所
7363 品川区 三菱鉛筆東京販売株式会社
7364 品川区 ⼤東企業株式会社
7365 品川区 品川合同葬祭株式会社
7366 品川区 東京都中古⾃動⾞販売商⼯組合品川⽀所
7367 品川区 前⽥道路株式会社品川事業所
7368 品川区 ウエブテック株式会社
7369 品川区 社会福祉法⼈品川区社会福祉協議会
7370 品川区 タイムズサービス株式会社
7371 品川区 株式会社泉⼋ 東京⽀店
7372 品川区 パナソニックカーエレクトロニクス株式会社
7373 品川区 株式会社野村アーテック
7374 品川区 株式会社メイフラワー
7375 品川区 有限会社光陽興業
7376 品川区 株式会社⼩坂組
7377 品川区 株式会社熊本消毒ホールディングス
7378 品川区 社会福祉法⼈品川区社会福祉協議会ふれあい作業所⻄⼤井
7379 品川区 ⽇⽴造船株式会社 東京本社



7380 品川区 トヨタモビリティ東京株式会社⼤井店
7381 品川区 ⼤井うさぎ幼稚園
7382 品川区 ⽇動電⼯株式会社関東営業部
7383 品川区 株式会⽇本スターティングゲート
7384 品川区 株式会社マツキ
7385 品川区 三栄管財株式会社
7386 品川区 東京理学検査株式会社
7387 品川区 有限会社 荒井電気⼯業
7388 品川区 株式会社ささき
7389 品川区 株式会社古川製作所
7390 品川区 株式会社ダイワコーポレーション
7391 品川区 株式会社⽇本理化⼯業所
7392 品川区 三商ＳＥＥＤ株式会社
7393 品川区 城南設備⼯業株式会社
7394 品川区 株式会社コムテック
7395 品川区 新明電材株式会社
7396 品川区 株式会社ＵＳＥＮ
7397 品川区 レッツ倶楽部⽴会川
7398 品川区 テイケイ株式会社京浜⽀社
7399 品川区 株式会社ぺルシード
7400 品川区 城南信⽤⾦庫⼤井⽀店
7401 品川区 株式会社東英建設
7402 品川区 株式会社ヤマキいとう
7403 品川区 ⼭下包装株式会社
7404 品川区 東都産業株式会社
7405 品川区 グット商事株式会社
7406 品川区 サンワサプライ株式会社
7407 品川区 松浦電機システム株式会社東京⽀店
7408 品川区 ⽇産東京販売株式会社鮫洲店
7409 品川区 株式会社浅岡鉄⼯所
7410 品川区 三洋⼯業株式会社
7411 品川区 フクビ化学⼯業株式会社東京⽀店
7412 品川区 キリンメンテナンス・サービス株式会社
7413 品川区 ボシュロム・ジャパン株式会社
7414 品川区 ノードソン株式会社
7415 品川区 株式会社東機貿
7416 品川区 太洋基礎⼯業株式会社東京⽀店
7417 品川区 ＦＹＨ株式会社
7418 品川区 社会福祉法⼈品川総合福祉センター
7419 品川区 ホクト株式会社東京⽀店
7420 品川区 京⽴セキュリティプロ株式会社
7421 品川区 パナソニックカーエレクトニクス株式会社 ⾸都圏⽀店
7422 品川区 リフォジュール株式会社第⼀事業所



7423 品川区 ⿊⽥電気株式会社
7424 品川区 愛知産業株式会社
7425 品川区 ⽇本システム株式会社
7426 品川区 株式会社進和
7427 品川区 ＮＩＳＳＨＡ 株式会社
7428 品川区 ⽇本精⼯株式会社
7429 品川区 タキゲン製造株式会社
7430 品川区 井上電気株式会社
7431 品川区 株式会社⾣島製作所 東京⽀社
7432 品川区 城南信⽤⾦庫
7433 品川区 ⼤旺新洋株式会社東京⽀店
7434 品川区 品川区清掃事務所
7435 品川区 ＡＢＢ株式会社
7436 品川区 タイコー株式会社
7437 品川区 三協⼯業株式会社
7438 品川区 株式会社味⼯房スイセン
7439 品川区 ⼩澤物産株式会社
7440 品川区 株式会社ベネフィットジャパン
7441 品川区 ⽇本郵便株式会社⼤崎郵便局
7442 品川区 アシダ⾳響株式会社
7443 品川区 河野プラント⼯事株式会社
7444 品川区 浜井産業株式会社
7445 品川区 不⼆⼯業株式会社
7446 品川区 株式会社⼭櫻 五反⽥⽀店
7447 品川区 ⽇本ハムマーケティング株式会社
7448 品川区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏五反⽥⽀社
7449 品川区 株式会社関東テクニカルイールド
7450 品川区 光村印刷株式会社
7451 品川区 ⼤榮エンジニアリング株式会社
7452 品川区 株式会社学研教育みらい
7453 品川区 不⼆サッシ株式会社
7454 品川区 ルノン株式会社
7455 品川区 東京ガスライフバルカンドー株式会社
7456 品川区 ⽇鋼YPK商事株式会社
7457 品川区 英和株式会社
7458 品川区 シック・ジャパン株式会社
7459 品川区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏⽬⿊⽀店
7460 品川区 富⼠電機株式会社
7461 品川区 コニカミノルタジャパン（株）
7462 品川区 株式会社三井住友銀⾏五反⽥⽀店
7463 品川区 振興電気株式会社東京⽀店
7464 品川区 株式会社三ッ⽮
7465 品川区 東急ビルメンテナンス株式会社セイフティサービス部



7466 品川区 幸福の科学
7467 品川区 コンノ護謨株式会社
7468 品川区 参天製薬株式会社眼科事業部営業統括部
7469 品川区 株式会社南星機械直轄営業部
7470 品川区 株式会社ＭＧファシリティーズ
7471 品川区 エミック株式会社
7472 品川区 株式会社関⼯ファシリティーズ
7473 品川区 品川商⼯株式会社
7474 品川区 エア・ウォーター防災（株）
7475 品川区 新⽣テクノス株式会社東京信号通信営業所
7476 品川区 ⽇東エルマテリアル株式会社
7477 品川区 株式会社三信
7478 品川区 株式会社ネオ・コーポレーション
7479 品川区 明電プラントシステムズ株式会社
7480 品川区 株式会社モスフードサービス
7481 品川区 株式会社ミニミニ城南
7482 品川区 中央化学 ㈱
7483 品川区 前⽥道路株式会社
7484 品川区 ⼤蔵映画株式会社
7485 品川区 株式会社ポーラ ⾸都圏エリア
7486 品川区 アイケーシー株式会社東京⽀店
7487 品川区 株式会社プラネット東京オフィス
7488 品川区 株式会社⽇本電化⼯業所東京営業所
7489 品川区 安川ｵｰﾄﾒ-ｼｮﾝ・ﾄﾞﾗｲﾌﾞ㈱
7490 品川区 株式会社プレコサニオ
7491 品川区 ㈱ドミノ・ピザジャパン
7492 品川区 株式会社りそな銀⾏五反⽥⽀店
7493 品川区 池⽥印刷株式会社
7494 品川区 グローリー株式会社東京南ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
7495 品川区 三徳アスリード株式会社東京営業所
7496 品川区 フードテクノエンジニアリング株式会社 東京⽀社
7497 品川区 東洋クラッチ株式会社
7498 品川区 トヨタモビリティ東京株式会社
7499 品川区 ⼭⼿窯業株式会社
7500 品川区 警視庁⼤崎警察署
7501 品川区 株式会社LSIメディエンス東京第１営業所（品川）
7502 品川区 株式会社パトライト
7503 品川区 ⽇本ヘルメチックス株式会社
7504 品川区 ＰＢカストロール株式会社
7505 品川区 ドルニエメドテックジャパン株式会社
7506 品川区 株式会社 タケウチ
7507 品川区 ＢＸゆとりフォーム株式会社品川店
7508 品川区 富⼠ゼロックス東京株式会社



7509 品川区 ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ株式会社
7510 品川区 メディエンスサービス株式会社
7511 品川区 東京⽇産⾃動⾞販売株式会社新⾞のひろば⽬⿊店
7512 品川区 株式会社ＪＴＢ教育第⼆事業部
7513 品川区 ⽇本光電⼯業株式会社
7514 品川区 クラウメド㈱
7515 品川区 新輝合成株式会社
7516 品川区 ソニーＰＣＬ株式会社
7517 品川区 ⽇本⾷研株式会社 品川⽀店
7518 品川区 フランスベッド株式会社メディカル品川営業所
7519 品川区 株式会社グローリーテクノ２４品川出張所
7520 品川区 ⼀般社団法⼈巨樹の会五反⽥リハビリテーション病院
7521 品川区 ⻄五反⽥⾼齢者複合施設
7522 品川区 富⼠フィルヘルスケアシステムズ株式会社
7523 品川区 中央労働⾦庫五反⽥⽀店
7524 品川区 横河商事株式会社
7525 品川区 セメダイン株式会社
7526 品川区 中村塗装店
7527 品川区 ⾠⺒産業株式会社
7528 品川区 晃産業設備株式会社
7529 品川区 富⼠ﾌｨﾙﾑｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社フォトイメージ事業部
7530 品川区 ⽇本防災⼯業株式会社
7531 品川区 株式会社アルメックス
7532 品川区 東芝テック株式会社
7533 品川区 スターツアメニティー㈱
7534 品川区 ⽇本スペノ株式会社
7535 品川区 シスメックス株式会社東京⽀店
7536 品川区 三和永⼤株式会社
7537 品川区 協⽴⼯業株式会社
7538 品川区 ビーピー・カストロール株式会社
7539 品川区 ホクショー（株）東京⽀店
7540 品川区 株式会社ハマイ
7541 品川区 レキッドベンキー・ジャパン㈱
7542 品川区 株式会社ローソン
7543 品川区 第⼀三共株式会社城南営業所
7544 品川区 ⼤崎電気⼯業株式会社
7545 品川区 株式会社星医療酸器南東京営業所
7546 品川区 ⼤和冷機⼯業株式会社品川営業所
7547 品川区 株式会社タンデム
7548 品川区 株式会社新井組 東京⽀店
7549 品川区 東京電⼒パワーグリッド株式会社品川⽀社
7550 品川区 株式会社きんでん東京⽀社
7551 品川区 共和メンテナンス株式会社



7552 品川区 株式会社トミタ
7553 品川区 ㈱ソニー・ミュージックアーティスツ
7554 品川区 株式会社明電エンジニアリング
7555 品川区 ⽇本電産サーボ株式会社
7556 品川区 株式会社アリヤマ
7557 品川区 オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
7558 品川区 ささえあ製薬株式会社
7559 品川区 クオレ株式会社
7560 品川区 ネスレネスプレッソ株式会社
7561 品川区 ホーチキ株式会社
7562 品川区 マスプロ電⼯ 株式会社
7563 品川区 太洋テクニカ株式会社
7564 品川区 株式会社三井住友銀⾏⽬⿊⽀店
7565 品川区 株式会社⽇興商会
7566 品川区 トレイン・ジャパン株式会社
7567 品川区 株式会社ポーラ
7568 品川区 ⽇本ハム株式会社 東京⽀社
7569 品川区 シーメンスヘルスケア株式会社
7570 品川区 ⽇本電計株式会社東京南営業所
7571 品川区 マリンフーズ株式会社
7572 品川区 株式会社スミノエ
7573 品川区 株式会社⼤崎ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京情報通信センター
7574 品川区 三進電⼯株式会社
7575 品川区 前出⼯機株式会社
7576 品川区 三英電業株式会社東京⽀店
7577 品川区 株式会社サンリオ
7578 品川区 東京トリムテック株式会社
7579 品川区 タイムズサービス 株式会社
7580 品川区 株式会社キョウデンエリアネット
7581 品川区 オイレスECO株式会社東京⽀店
7582 品川区 株式会社ユニフロー
7583 品川区 プーマジャパン株式会社
7584 品川区 JTP株式会社東京テクニカルセンタ
7585 品川区 株式会社 松井製作所
7586 品川区 三井住友信託銀⾏株式会社⽬⿊⽀店
7587 品川区 ナショナル・ベンディング株式会社
7588 品川区 株式会社ブルボン
7589 品川区 藤信化建株式会社
7590 品川区 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 ⼤崎ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
7591 品川区 株式会社⽇本商⾏
7592 品川区 協栄メンテナンスシステム株式会社
7593 品川区 株式会社三井住友銀⾏五反⽥法⼈営業部
7594 品川区 ソニーグループ株式会社



7595 品川区 因幡電機産業株式会社
7596 品川区 株式会社⽇刊競⾺新聞社
7597 品川区 株式会社ヤマザキ
7598 品川区 KRH株式会社
7599 品川区 株式会社⽇本サンガリアベバレッジカンパニー東京⽀店
7600 品川区 株式会社ストルアス
7601 品川区 株式会社エース・オートリース
7602 品川区 富⼠フイルムイメージングシステムズ株式会社
7603 品川区 株式会社カントー五反⽥サービスステーション
7604 品川区 セコム株式会社
7605 品川区 三英電業株式会社
7606 品川区 ⽇産東京販売ホールディングス株式会社
7607 品川区 新⽣テクノス株式会社東京電⼒営業所
7608 品川区 株式会社エドウイン
7609 品川区 シグマロジスティクス株式会社
7610 品川区 信越⽯英株式会社
7611 品川区 株式会社カンテック
7612 品川区 ⾼⽊⼯業株式会社
7613 品川区 株式会社タイムボックス
7614 品川区 損保ジャパンパートナーズ株式会社
7615 品川区 株式会社ビケンテクノ東京本部住宅管理部
7616 品川区 ⼤村技研株式会社
7617 品川区 ワッティー株式会社
7618 品川区 ソニー株式会社
7619 品川区 ⽇産東京販売株式会社
7620 品川区 株式会社東京シオノヤ東京営業所
7621 品川区 明治安⽥⽣命保険相互会社品川⽀社
7622 品川区 株式会社ホープハウスシステム品川⽀店
7623 品川区 株式会社ＴＯＳＥＩ
7624 品川区 エア・ウォーター・メディカル株式会社 東京営業所
7625 品川区 株式会社第⼀興商東京南⽀店
7626 品川区 株式会社タイトー建築・設備検査センター
7627 品川区 サンユー⼯業株式会社
7628 品川区 株式会社エクシング東京⽀社
7629 品川区 マーキュリーアシェンソーレ株式会社
7630 品川区 かどや製油株式会社
7631 品川区 社会福祉法⼈ 愛⽣福祉会
7632 品川区 株式会社ｾｰﾌﾃｨ＆ベル
7633 品川区 ⻑⽥電機⼯業株式会社
7634 品川区 ｵﾘｵﾝ・ﾗﾄﾞｾｰﾌﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社
7635 品川区 Ｂ−Ｒサーティワンアイスクリーム株式会社
7636 品川区 株式会社フジマック
7637 品川区 ⽇本ベーリンガーインゲルハイム株式会社



7638 品川区 株式会社東急キッズベースキャンプ五反⽥・⼤崎
7639 品川区 京セラコミュニケーションシステム株式会社 五反⽥分室
7640 品川区 和⽥精密⻭研株式会社品川営業所
7641 品川区 Jeisys Medical Japan (株)
7642 品川区 株式会社みずほ銀⾏五反⽥法⼈第⼀部
7643 品川区 株式会社ニチボウ
7644 品川区 株式会社イノアックコーポレーション
7645 品川区 エントラスト株式会社
7646 品川区 ⼤成祭典株式会社東京葬祭センター
7647 品川区 JR東⽇本メカトロニクス株式会社東京⽀店
7648 品川区 株式会社⽇医リース東京⽀店
7649 品川区 かんき株式会社
7650 品川区 株式会社フジ医療器
7651 品川区 イワタボルト株式会社技術開発課
7652 品川区 ⽇本床⼯事⼯業株式会社
7653 品川区 三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
7654 品川区 ＤＮライティング株式会社
7655 品川区 ﾌｫﾙﾎﾞ･ｼﾞｰｸﾘﾝｸﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
7656 品川区 ブックオフコーポレーション百貨店買取推進
7657 品川区 共和化⼯株式会社
7658 品川区 東京マツダ販売株式会社五反⽥営業所
7659 品川区 インターロック株式会社総務部
7660 品川区 株式会社明電舎
7661 品川区 株式会社明電舎プラント建設本部
7662 品川区 三栄ビルシステム株式会社改修⼯事課
7663 品川区 東⽇本旅客鉄道株式会社東京建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｵﾌｨｽ
7664 品川区 株式会社寺岡精⼯ ⼤崎ビル４F
7665 品川区 ⽇本電産マシンツール株式会社
7666 品川区 株式会社⼤崎商店
7667 品川区 かどや製油株式会社
7668 品川区 ⽇本ケミコン株式会社
7669 品川区 株式会社寺岡精⼯
7670 品川区 株式会社千代⽥グラビヤ
7671 品川区 ⼤河商事株式会社
7672 品川区 太陽⾦網株式会社東京営業所
7673 品川区 株式会社ダスキン⽊村第２⽀店
7674 品川区 井上瀝⻘⼯業株式会社
7675 品川区 有限会社新井商店
7676 品川区 サコス株式会社
7677 品川区 ⽇本テクロ株式会社東京⽀店
7678 品川区 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞販売連合会東京都⽀部
7679 品川区 株式会社野⽥⼯業所
7680 品川区 株式会社 ⼩林商店



7681 品川区 芝軽粗材株式会社
7682 品川区 東京ガスリノベーション株式会社地域営業部東京営業G
7683 品川区 美保産業株式会社
7684 品川区 三英建設株式会社
7685 品川区 メイクスタッフ有限会社
7686 品川区 新栄興業株式会社
7687 品川区 株式会社 池彦物流
7688 品川区 株式会社 東光
7689 品川区 有限会社 ⾦成興業
7690 品川区 ツヅキインフォテクノ東⽇本株式会社
7691 品川区 興和株式会社東京第⼀⽀店
7692 品川区 信和合成樹脂株式会社
7693 品川区 株式会社ローソンストア100品川オフィス
7694 品川区 株式会社ブルボン
7695 品川区 株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾘﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ品川業務センター
7696 品川区 東和産業有限会社
7697 品川区 株式会社トータルサポート
7698 品川区 株式会社リィツメディカル品川営業所
7699 品川区 荏原消防署
7700 品川区 ⼤陽⽇酸株式会社
7701 品川区 光陽産業株式会社
7702 品川区 東京東武⼯業株式会社
7703 品川区 東急リネン・サプライ株式会社
7704 品川区 三和⼯業株式会社
7705 品川区 株式会社 ⽊曽路 旗の台店
7706 品川区 空建設備⼯業株式会社
7707 品川区 有限会社⽩冨⼠
7708 品川区 株式会社BML 東京第⼆営業所
7709 品川区 中島商事有限会社
7710 品川区 株式会社キッズベースキャンプ⼤井町
7711 品川区 ⽇本郵便株式会社荏原郵便局
7712 品川区 和喜輸送株式会社
7713 品川区 株式会社トリオコーポレーション
7714 品川区 ホシザキ東京株式会社品川営業所
7715 品川区 オハナ中延
7716 品川区 フィリップス・レスピロニクス合同会社
7717 品川区 東京⽔道株式会社
7718 品川区 ⽮⽥⼯具株式会社
7719 品川区 東京ガスリノベーション株式会社
7720 品川区 株式会社フジテン
7721 品川区 株式会社雄電社
7722 品川区 医療法⼈社団時正会エバラクリニック
7723 品川区 株式会社コムリード



7724 品川区 ホームトラスト株式会社
7725 品川区 明和物産株式会社
7726 品川区 株式会社ユニバーサル園芸社
7727 品川区 ⽇世株式会社東京⽀店
7728 品川区 ＡＬＣ⼯事株式会社
7729 品川区 株式会社 北栄
7730 品川区 社会福祉法⼈ 三徳会
7731 品川区 株式会社⻄⼭商店
7732 品川区 株式会社鈴⽊乃防⽔耐⽕板
7733 品川区 トヨタモビリティ東京株式会社荏原店
7734 品川区 株式会社 トラストフーズ
7735 品川区 東京スバル株式会社城南店
7736 品川区 株式会社 建防メイセイ
7737 品川区 株式会社三英社製作所
7738 品川区 品川清掃事務所 荏原庁舎
7739 品川区 株式会社ヨコヤマ
7740 品川区 株式会社 TOSHI
7741 品川区 タテノ興業 株式会社
7742 品川区 ブルース 株式会社 品川ＷＳ
7743 品川区 第⼀化成⼯業株式会社
7744 品川区 有限会社 地禄建設
7745 品川区 ⼭梨電設興業株式会社
7746 品川区 株式会社 成電社
7747 品川区 シーエヌシー株式会社
7748 品川区 株式会社 ⼩室商店
7749 品川区 株式会社⼤藤⼯業所
7750 品川区 有限会社 勝⽥⾷品
7751 品川区 株式会社 アサヅマ
7752 品川区 不⼆照明電材株式会社
7753 品川区 筑波電機株式会社
7754 品川区 有限会社 東京宣伝
7755 品川区 ⼀般財団法⼈全⽇本労働福祉協会
7756 品川区 株式会社 ⼾越建材
7757 品川区 株式会社 マッツ
7758 品川区 丸幸⼯業株式会社
7759 品川区 ＳＭＫ株式会社
7760 品川区 株式会社 吉村
7761 品川区 学校法⼈ 冲永学園帝京にしき幼稚園
7762 品川区 ⽵井機器⼯業（株）
7763 品川区 ⽇東樹脂⼯業（株）
7764 品川区 品川合同葬祭（株）
7765 品川区 （株）コバヤシ
7766 品川区 川村⾦属（株）



7767 品川区 （株）中屋パン粉⼯場
7768 品川区 由起⾷品（株）
7769 品川区 （株）サンミュ−ロン
7770 品川区 （株）中央製作所
7771 品川区 紫光電気（株）
7772 品川区 トヨタモビリティ東京（株）品川⼾越店
7773 品川区 ⻲⽥幼稚園
7774 品川区 警視庁荏原警察署
7775 品川区 ⽇本銘⽊⼯業（株）
7776 品川区 ⼾越幼稚園
7777 品川区 タニコ−（株）
7778 品川区 株式会社 オオサキ
7779 品川区 不⼆⼯業（株）
7780 品川区 東京ガス㈱リビング営業部 リテールエンジニアリンググループ
7781 品川区 （株）⽂化堂
7782 品川区 株式会社Cominix
7783 品川区 ⽇南設備株式会社
7784 品川区 島津メディカルシステム（株）東京南営業所
7785 品川区 スナオアート株式会社
7786 品川区 ｲｯﾂ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
7787 品川区 サンワコムシスエンジニアリング株式会社
7788 ⽬⿊区 警視庁 （他7）
7796 ⽬⿊区 国⽴⼤学法⼈東京⼯業⼤学
7797 ⽬⿊区 ⽬⿊区役所
7798 ⽬⿊区 メルク株式会社
7799 ⽬⿊区 防衛省  航空⾃衛隊幹部学校業務管理課⻑
7800 ⽬⿊区 有限会社⼤東電気東海
7801 ⽬⿊区 古川計装 株式会社
7802 ⽬⿊区 株式会社ブライト・インターナショナル
7803 ⽬⿊区 敷島建設株式会社
7804 ⽬⿊区 ⼭洋⼯業 株式会社
7805 ⽬⿊区 積⽔⼯業 株式会社
7806 ⽬⿊区 サンマルコ株式会社
7807 ⽬⿊区 株式会社スミカ
7808 ⽬⿊区 スタンレー電気株式会社
7809 ⽬⿊区 株式会社フォーバル
7810 ⽬⿊区 株式会社 ⽯綿モータース
7811 ⽬⿊区 ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社
7812 ⽬⿊区 ビルトマテリアル 株式会社
7813 ⽬⿊区 ⼤鵬薬品⼯業 株式会社
7814 ⽬⿊区 トヨタモビリティ東京株式会社U-Car渋⾕店
7815 ⽬⿊区 学校法⼈ ⽬⿊学院
7816 ⽬⿊区 際コーポレーション株式会社



7817 ⽬⿊区 ⽇本カルミック株式会社
7818 ⽬⿊区 株式会社 富⼠薬品⽬⿊営業所
7819 ⽬⿊区 株式会社 アールシーコア
7820 ⽬⿊区 株式会社 ⻄花園
7821 ⽬⿊区 杏林会 介護⽼⼈保健施設リハビリパーク⽬⿊
7822 ⽬⿊区 株式会社 杉⼭⼀商店
7823 ⽬⿊区 ヤマト電機株式会社 渋⾕営業所
7824 ⽬⿊区 株式会社 ⽩洋舎 東京⽀店⽬⿊営業所
7825 ⽬⿊区 株式会社ボンマーク
7826 ⽬⿊区 株式会社 近代設計中⽇本⾼速道路㈱東京事務所内
7827 ⽬⿊区 ⽇の丸⾃動⾞学校
7828 ⽬⿊区 警視庁 ⽬⿊警察署
7829 ⽬⿊区 防衛装備庁艦艇装備研究所
7830 ⽬⿊区 株式会社ケン・コーポレーション
7831 ⽬⿊区 国家公務員⽬⿊宿泊所(KKR)
7832 ⽬⿊区 杏林製薬株式会社
7833 ⽬⿊区 ⽇本新薬株式会社東京⽀店第三営業所
7834 ⽬⿊区 中央化学産業 株式会社
7835 ⽬⿊区 東和産業 株式会社
7836 ⽬⿊区 株式会社 スミカ・クリエイト
7837 ⽬⿊区 株式会社 富⼠ダイナミクス
7838 ⽬⿊区 太陽⼯業 株式会社
7839 ⽬⿊区 株式会社 ナカムラ綜美
7840 ⽬⿊区 ⼤和冷機⼯業株式会社渋⾕営業所
7841 ⽬⿊区 ⾸都⾼パトロール株式会社
7842 ⽬⿊区 東急技術センター株式会社
7843 ⽬⿊区 中⽇本⾼速道路株式会社東京⽀社 東京⼯事事務所
7844 ⽬⿊区 株式会社クリニコ
7845 ⽬⿊区 株式会社 イメージスタジオ・イチマルキュウ
7846 ⽬⿊区 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
7847 ⽬⿊区 旭化成ホームズ株式会社
7848 ⽬⿊区 ⾜⽴⼯業 株式会社東京⽀店
7849 ⽬⿊区 ⻄村ガラス 株式会社
7850 ⽬⿊区 井上商事株式会社⾸都圏⽀店
7851 ⽬⿊区 東京⼤学⽣産技術研究所
7852 ⽬⿊区 株式会社 ニチエー
7853 ⽬⿊区 株式会社ＬＤＨ ＪＡＰＡＮ
7854 ⽬⿊区 ⼤東建託株式会社 ⽬⿊⽀店
7855 ⽬⿊区 社会福祉法⼈徳⼼会 こぶしえん
7856 ⽬⿊区 東邦警備保障株式会社
7857 ⽬⿊区 ミーレ・ジャパン株式会社
7858 ⽬⿊区 ⼤東カカオ株式会社
7859 ⽬⿊区 裕幸計装株式会社



7860 ⽬⿊区 有限会社 清秀企業
7861 ⽬⿊区 和弘⾷品株式会社東京⽀店
7862 ⽬⿊区 伊藤ハム 株式会社
7863 ⽬⿊区 リコージャパン株式会社渋⾕事業所
7864 ⽬⿊区 ⽬⿊区清掃事業所
7865 ⽬⿊区 ⼤成エンジニアリング株式会社
7866 ⽬⿊区 チェッカーモータース株式会社
7867 ⽬⿊区 株式会社新東京防災
7868 ⽬⿊区 社会福祉法⼈ 三交会
7869 ⽬⿊区 ディライトワークス株式会社
7870 ⽬⿊区 明和物産株式会社
7871 ⽬⿊区 NEXCO中⽇本サービス株式会社東京⼯事サービス・オフィス
7872 ⽬⿊区 防衛省 海上⾃衛隊 幹部学校総務係⻑
7873 ⽬⿊区 神鋼商事メタルズ株式会社
7874 ⽬⿊区 株式会社アキテム
7875 ⽬⿊区 協栄ジェネックス 株式会社
7876 ⽬⿊区 ⼩島電機⼯業株式会社
7877 ⽬⿊区 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン（株）⽬⿊営業所
7878 ⽬⿊区 株式会社アパートナー
7879 ⽬⿊区 ⿊姫断熱株式会社
7880 ⽬⿊区 株式会社権四郎
7881 ⽬⿊区 株式会社 ⾦⼦商事
7882 ⽬⿊区 MSD株式会社
7883 ⽬⿊区 社会福祉法⼈コビーソシオ
7884 ⽬⿊区 株式会社 ヴァンテック
7885 ⽬⿊区 株式会社 ⾶⻯企画
7886 ⽬⿊区 株式会社 東急ストア
7887 ⽬⿊区 有限会社 ケイエイチエス
7888 ⽬⿊区 株式会社 リペア
7889 ⽬⿊区 株式会社 パスコ
7890 ⽬⿊区 株式会社 ライブパワー
7891 ⽬⿊区 株式会社 ⽇光園
7892 ⽬⿊区 株式会社 シルバシティ
7893 ⽬⿊区 リベラルソリューション株式会社
7894 ⽬⿊区 東京都下⽔道サービス㈱⽬⿊事業所
7895 ⽬⿊区 ㈱アジア共同設計コンサルタント中⽇本⾼速道路㈱東京事務所内
7896 ⽬⿊区 ⽬⿊信⽤⾦庫本店
7897 ⽬⿊区 ⾼室⾃動⾞興業 株式会社
7898 ⽬⿊区 医療法⼈社団永康会中⽬⿊クリニック
7899 ⽬⿊区 株式会社オオツカ
7900 ⽬⿊区 学校法⼈ ⽬⿊⽇本⼤学学園
7901 ⽬⿊区 やまう 株式会社
7902 ⽬⿊区 株式会社 ⼋光電機



7903 ⽬⿊区 東京消防庁 ⽬⿊消防署
7904 ⽬⿊区 アベイズム 株式会社
7905 ⽬⿊区 ⽇本クレア 株式会社
7906 ⽬⿊区 株式会社 渡辺商店
7907 ⽬⿊区 東京ガス㈱リビング事業部⾸都圏⻄機器保安センター
7908 ⽬⿊区 明真商事 株式会社
7909 ⽬⿊区 株式会社  ジュンアシダ
7910 ⽬⿊区 多摩⼤学⽬⿊中学校・⾼等学校
7911 ⽬⿊区 株式会社 スドージャム東京⽀店
7912 ⽬⿊区 千代⽥電資 株式会社
7913 ⽬⿊区 株式会社 三共消毒⽬⿊営業所
7914 ⽬⿊区 若築建設 株式会社
7915 ⽬⿊区 株式会社 ⼾上電機製作所東京⽀社
7916 ⽬⿊区 東京⼾上電機販売 株式会社
7917 ⽬⿊区 株式会社 三海建設
7918 ⽬⿊区 株式会社 アクアセキグチ
7919 ⽬⿊区 祐天寺付属幼稚園
7920 ⽬⿊区 昭和商事 株式会社
7921 ⽬⿊区 ⽇菱インテリジェンス株式会社
7922 ⽬⿊区 防衛省 陸上⾃衛隊教育訓練研究本部 管理課⻑
7923 ⽬⿊区 ⽇栄商⼯ 株式会社
7924 ⽬⿊区 株式会社 ホリプロ
7925 ⽬⿊区 フジエンタープライズ 株式会社
7926 ⽬⿊区 株式会社トーシンコーポレーション
7927 ⽬⿊区 株式会社 星⼯務店
7928 ⽬⿊区 株式会社 ⼤沢商店
7929 ⽬⿊区 防衛省 統合幕僚学校 ⾞両係⻑
7930 ⽬⿊区 株式会社 ジェー・エー・シー
7931 ⽬⿊区 碑⽂⾕警察署
7932 ⽬⿊区 株式会社ユニティ
7933 ⽬⿊区 アウディジャパン販売株式会社Ａｕｄｉ⽬⿊
7934 ⽬⿊区 ＮＴＴアノードエナジー㈱東⽇本事業本部東京事業部東京南担当
7935 ⽬⿊区 ㈱ダスキンメリーメイド⽬⿊店
7936 ⽬⿊区 北⽃電⼯株式会社
7937 ⽬⿊区 株式会社 シー・エス・アイ
7938 ⽬⿊区 みずほ証券㈱⾃由が丘⽀店
7939 ⽬⿊区 フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社⽬⿊⽀店
7940 ⽬⿊区 サクマ製菓株式會社
7941 ⽬⿊区 サカモト・ダイテム株式会社
7942 ⽬⿊区 三井ホーム株式会社東京中央オーナーサポート部
7943 ⽬⿊区 ＡＮＥＯＳ株式会社
7944 ⽬⿊区 布⻲株式会社⽬⿊デリバリーセンター
7945 ⽬⿊区 株式会社 ⼤野屋建材



7946 ⽬⿊区 ⽇本コムシス株式会社
7947 ⽬⿊区 ㈱ホンダカーズ東京中央碑⽂⾕店
7948 ⽬⿊区 道路公園サービス事務所
7949 ⽬⿊区 江中建設株式会社
7950 ⽬⿊区 株式会社緑造園
7951 ⽬⿊区 東急リバブル株式会社
7952 ⽬⿊区 株式会社 牧野フライス製作所
7953 ⽬⿊区 アルフレッサ株式会社城南事業所
7954 ⽬⿊区 株式会社ヤマダデンキLABI⾃由が丘
7955 ⽬⿊区 株式会社ケン・コーポレーション⾃由が丘⽀店
7956 ⽬⿊区 株式会社 武揚堂
7957 ⽬⿊区 株式会社かね善 東京⽀社
7958 ⽬⿊区 株式会社ホクトエンジニアリング
7959 ⽬⿊区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏⾃由が丘⽀店
7960 ⽬⿊区 株式会社 オープンハウス⾃由が丘営業センター
7961 ⽬⿊区 株式会社 バレッグス
7962 ⽬⿊区 株式会社 ニチイ学館ニチイケアセンター洗⾜
7963 ⽬⿊区 双葉建設 株式会社
7964 ⽬⿊区 旭化成ホームズ株式会社集合第⼆⽀店ヘーベルプラザ⾃由
7965 ⽬⿊区 株式会社 ⼤⾓
7966 ⽬⿊区 株式会社Ginza PR⾃由が丘
7967 ⽬⿊区 ⼆幸建設  株式会社
7968 ⽬⿊区 （株）みずほ銀⾏⾃由が丘⽀店
7969 ⽬⿊区 伊東建設株式会社
7970 ⽬⿊区 株式会社 カワハラ
7971 ⽬⿊区 株式会社 北川商会
7972 ⽬⿊区 デイサービス夢楽⻄⼩⼭
7973 ⽬⿊区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ⽬⿊南センター
7974 ⽬⿊区 株式会社ミニミニ城南管理部⼯事課
7975 ⽬⿊区 ボクソン⼯業株式会社
7976 ⽬⿊区 ⾃由が丘ファミリークリニック
7977 ⽬⿊区 株式会社  牧野技術サービス
7978 ⽬⿊区 綜合警備保障 株式会社渋⾕⽀社⽬⿊営業所
7979 ⽬⿊区 株式会社 横浜銀⾏⾃由が丘⽀店
7980 ⽬⿊区 株式会社 河⾏⼯務店
7981 ⽬⿊区 株式会社 伊庭⼯務店
7982 ⽬⿊区 Stellantisジャパン株式会社⽬⿊オフィス
7983 ⽬⿊区 株式会社⽇本⻭科衛⽣協会
7984 ⽬⿊区 トヨタモビリティ東京株式会社⽬⿊碑⽂⾕店
7985 ⽬⿊区 株式会社  ⽊曽路碑⽂⾕店
7986 ⽬⿊区 ⼭下寝具株式会社
7987 ⽬⿊区 株式会社 鉄⼈化計画
7988 ⽬⿊区 株式会社  三上⼯業所



7989 ⽬⿊区 株式会社アルティス
7990 ⽬⿊区 クリーン⼯業株式会社
7991 ⽬⿊区 株式会社藤栄
7992 ⽬⿊区 ㈱三井住友銀⾏⾃由が丘⽀店
7993 ⽬⿊区 前澤給装⼯業  株式会社
7994 ⽬⿊区 マセラティ⽬⿊
7995 ⽬⿊区 ボロネーゼ株式会社ランボルギーニ⽬⿊
7996 ⽬⿊区 株式会社ABEMOTORS⽬⿊ショールーム
7997 ⽬⿊区 株式会社  博⽔社
7998 ⽬⿊区 蔵王産業株式会社
7999 ⽬⿊区 株式会社三井住友銀⾏⾃由が丘法⼈営業部
8000 ⽬⿊区 株式会社ナイスケア
8001 ⽬⿊区 株式会社⽩藤商会
8002 ⽬⿊区 アクアス  株式会社
8003 ⽬⿊区 株式会社グッドマインド
8004 ⽬⿊区 トヨタモビリティ東京株式会社⽬⿊本町店
8005 ⽬⿊区 株式会社関東マツダ⽬⿊碑⽂⾕店
8006 ⽬⿊区 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社
8007 ⽬⿊区 ⼤正鉄筋コンクリート 株式会社東京本店
8008 ⽬⿊区 ⾼橋建設  株式会社
8009 ⽬⿊区 ⽇本郵便株式会社⽬⿊郵便局
8010 ⽬⿊区 ゼネラルボンド  株式会社
8011 ⽬⿊区 株式会社 ⼤ 丸
8012 ⽬⿊区 セントラルスポーツ株式会社セントラルフイットネスクラブ⽬
8013 ⽬⿊区 敷島製パン株式会社パスコイーストカンパニー
8014 ⽬⿊区 株式会社アカギ 南東京営業所
8015 ⽬⿊区 写光レンタル販売株式会社
8016 ⽬⿊区 ⻫⽥電機産業  株式会社
8017 ⽬⿊区 株式会社  ⾨脇
8018 ⽬⿊区 株式会社  晃和ディスプレイ
8019 ⽬⿊区 社会福祉法⼈ 清徳会
8020 ⽬⿊区 株式会社  トヨフク
8021 ⽬⿊区 共⽴電気計器  株式会社
8022 ⽬⿊区 株式会社インテリックス空間設計
8023 ⽬⿊区 株式会社 髙好電⼯
8024 ⽬⿊区 ⽇本電⼯  株式会社
8025 ⽬⿊区 株式会社  岡部⼯具製作所
8026 ⽬⿊区 株式会社 ユカ管理本部
8027 ⽬⿊区 環境システム設備機器 株式会社
8028 ⽬⿊区 キッセイ薬品⼯業株式会社東京⽀社第四営業所
8029 ⽬⿊区 ⼤森電気  株式会社
8030 ⽬⿊区 有限会社  ⽬⿊ライニング商会
8031 ⽬⿊区 株式会社  東京ソイルリサーチ



8032 ⽬⿊区 株式会社東京ダイヤモンド⼯具製作所
8033 ⽬⿊区 ㈱⽩洋舎 ⼤岡⼭営業所
8034 ⽬⿊区 株式会社  ⾼橋⼯務店
8035 ⽬⿊区 三菱ＵＦＪ信託銀⾏  株式会社⾃由が丘⽀店
8036 ⽬⿊区 株式会社  ヤナセ⽬⿊⽀店
8037 ⽬⿊区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス⽬⿊
8038 ⽬⿊区 株式会社 EBAC
8039 ⽬⿊区 堀井商事株式会社
8040 ⽬⿊区 株式会社 オザワ⾷⾁センター
8041 ⽬⿊区 株式会社  ひのー
8042 ⽬⿊区 ボルボ・カー・ジャパン株式会社    ⽬⿊⽀店
8043 ⽬⿊区 ⽬⿊区清掃事務所
8044 ⽬⿊区 （株）ウエシマコーヒー東京⽀店
8045 ⽬⿊区 株式会社  アネックス
8046 ⽬⿊区 株式会社  アップタウン
8047 ⽬⿊区 シンク・エンジニアリング㈱
8048 ⽬⿊区 ⽬⿊区防災課
8049 ⼤⽥区 警視庁（他3） 
8053 ⼤⽥区 東洋⽔産株式会社⼤井埠頭冷蔵庫
8054 ⼤⽥区 ＳＢＳリコーロジスティクス㈱
8055 ⼤⽥区 丸井産業株式会社南東京営業所
8056 ⼤⽥区 ㈱ パルメイト
8057 ⼤⽥区 ⻑島梱包株式会社東京港事業所
8058 ⼤⽥区 株式会社プレコヴィユニット
8059 ⼤⽥区 頼都電設 ㈱
8060 ⼤⽥区 ブリヂストンタイヤサービス東⽇本（株）東京港⼤井店
8061 ⼤⽥区 （有）プロシード
8062 ⼤⽥区 ⼤⽥市場⽯油株式会社
8063 ⼤⽥区 株式会社 ホンマ
8064 ⼤⽥区 成友興業株式会社城南島事業所
8065 ⼤⽥区 株式会社 豊⽥商店
8066 ⼤⽥区 内⼭城南コンクリート⼯業株式会社
8067 ⼤⽥区 桐⽣レミコン 株式会社
8068 ⼤⽥区 株式会社 中村荷役
8069 ⼤⽥区 ヒガ・アーツアンドメタル株式会社
8070 ⼤⽥区 株式会社 奈良機械製作所
8071 ⼤⽥区 ⽮野⼝⾃⼯ 株式会社
8072 ⼤⽥区 昭光機器⼯業株式会社
8073 ⼤⽥区 ⽇本熱管⼯業 株式会社
8074 ⼤⽥区 株式会社 村⽥電機製作所
8075 ⼤⽥区 株式会社要興業城南島事業所
8076 ⼤⽥区 ⾸都⾼トールサービス東東京（株）⼤井営業所
8077 ⼤⽥区 株式会社リサイクル・ネットワーク



8078 ⼤⽥区 横浜港湾作業株式会社東京営業所
8079 ⼤⽥区 楠原輸送株式会社
8080 ⼤⽥区 株式会社ユニックス
8081 ⼤⽥区 城南島⼯業協同組合
8082 ⼤⽥区 東京⾦商株式会社
8083 ⼤⽥区 （株）越後屋製袋所
8084 ⼤⽥区 関東宇部コンクリート⼯業（株）⼤井⼯場
8085 ⼤⽥区 ⽇本通運株式会社東京海運⽀店
8086 ⼤⽥区 東京⻘果（株）
8087 ⼤⽥区 京葉運搬機株式会社⼤井埠頭営業所
8088 ⼤⽥区 株式会社 松 源
8089 ⼤⽥区 （有）三秀
8090 ⼤⽥区 丸万協⽴運送株式会社
8091 ⼤⽥区 （有）オオタクリーンサービス
8092 ⼤⽥区 株式会社 ヤマリ
8093 ⼤⽥区 株式会社 ⼭専
8094 ⼤⽥区 ㈱ゼントクコーポレーション
8095 ⼤⽥区 株式会社 船栄
8096 ⼤⽥区 株式会社 紀之国屋
8097 ⼤⽥区 株式会社 河満
8098 ⼤⽥区 株式会社 エムスリー
8099 ⼤⽥区 東京荏原⻘果 株式会社
8100 ⼤⽥区 東京東梅⾷品株式会社
8101 ⼤⽥区 株式会社 三祐
8102 ⼤⽥区 （有）マイテーカーサービス市場営業部 ⼤⽥営業所
8103 ⼤⽥区 有限会社 ⼭⽃
8104 ⼤⽥区 東⼀神⽥⻘果市場株式会社
8105 ⼤⽥区 株式会社 ⼤治
8106 ⼤⽥区 株式会社 船昌
8107 ⼤⽥区 株式会社 河直
8108 ⼤⽥区 ⼀般社団法⼈⽇本貨物検数協会東京⽀部
8109 ⼤⽥区 有限会社 中澤商店
8110 ⼤⽥区 S.P.E.C.株式会社
8111 ⼤⽥区 東京都下⽔道サ⼀ビス株式会社南部スラッジ事業所
8112 ⼤⽥区 ⾼輪ヂーゼル株式会社
8113 ⼤⽥区 宮松城南（株）
8114 ⼤⽥区 成友興業株式会社
8115 ⼤⽥区 株式会社キヨタ⼤⽥営業所
8116 ⼤⽥区 東電物流株式会社 中央⽀社
8117 ⼤⽥区 株式会社ヨコハマタイヤジャパン東京カンパニー東京湾岸営業所
8118 ⼤⽥区 有限会社 ⼤⽥丸川
8119 ⼤⽥区 ⼤京⾷品株式会社物流事業部
8120 ⼤⽥区 株式会社 シンワ



8121 ⼤⽥区 株式会社カネダ
8122 ⼤⽥区 東ベ化⼯株式会社
8123 ⼤⽥区 ⾼俊興業（株）東京臨海エコプラント
8124 ⼤⽥区 いすゞ⾃動⾞⾸都圏（株）城南島サービスセンター
8125 ⼤⽥区 株式会社 永野紙興
8126 ⼤⽥区 東京都動物愛護相談センター城南島出張所
8127 ⼤⽥区 東京電制⼯業株式会社
8128 ⼤⽥区 株式会社ナカムラロジスティクス⼤井物流センター
8129 ⼤⽥区 株式会社 松源外商
8130 ⼤⽥区 ㈱りそな銀⾏⼤森⽀店
8131 ⼤⽥区 ＤＲＩＶＥ ＮＥＴ 株式会社
8132 ⼤⽥区 泉電池⼯業株式会社
8133 ⼤⽥区 株式会社ナガイのり
8134 ⼤⽥区 オグラ宝⽯精機⼯業㈱
8135 ⼤⽥区 株式会社ＣＡＰスタイル
8136 ⼤⽥区 ㈲伊藤解体⼯業
8137 ⼤⽥区 ㈱宮地鉄⼯所
8138 ⼤⽥区 株式会社ディスコ
8139 ⼤⽥区 寿産業㈱
8140 ⼤⽥区 ⽇⽴物流サービス南関東㈱
8141 ⼤⽥区 株式会社ユタカ
8142 ⼤⽥区 株式会社⼤岩マシナリー
8143 ⼤⽥区 ⽇本郵便株式会社⼤森郵便局
8144 ⼤⽥区 東洋産業株式会社
8145 ⼤⽥区 太陽計測株式会社
8146 ⼤⽥区 株式会社エクシオテック
8147 ⼤⽥区 鷲尾軌道⼯業㈱
8148 ⼤⽥区 株式会社⾼昭産業
8149 ⼤⽥区 株式会社信明産業
8150 ⼤⽥区 ⼤洋印刷株式会社
8151 ⼤⽥区 ㈱ジーネット東京⽀店
8152 ⼤⽥区 ㈱コダマ飲料
8153 ⼤⽥区 株式会社内外電業社
8154 ⼤⽥区 株式会社リブワークス
8155 ⼤⽥区 (株)パーキングソリューションズ東京営業所
8156 ⼤⽥区 株式会社フローラルジャパン
8157 ⼤⽥区 スバル興業株式会社東京事業所
8158 ⼤⽥区 ㈱TBSアクト
8159 ⼤⽥区 株式会社アイムス
8160 ⼤⽥区 東邦薬品株式会社⼤森事業所
8161 ⼤⽥区 永楽電気株式会社
8162 ⼤⽥区 ㈱浅井機械建設事業部
8163 ⼤⽥区 ノーブル電⼦⼯業株式会社品川営業所



8164 ⼤⽥区 有限会社酸京クラウド
8165 ⼤⽥区 株式会社テレコム
8166 ⼤⽥区 株式会社タカキベーカリー
8167 ⼤⽥区 シャープマーケティングジャパン株式会社
8168 ⼤⽥区 株式会社 カワハラ
8169 ⼤⽥区 藤東造園建設㈱
8170 ⼤⽥区 三井住友信託銀⾏株式会社⼤森⽀店
8171 ⼤⽥区 キタックスエンジニアリング(株)
8172 ⼤⽥区 株式会社 ジーエム商事
8173 ⼤⽥区 アサヒ飲料販売株式会社⼤⽥南営業所
8174 ⼤⽥区 （株）カナモト⽻⽥営業所
8175 ⼤⽥区 株式会社エクシオモバイル
8176 ⼤⽥区 ㈱カンドー
8177 ⼤⽥区 ㈲栄商店
8178 ⼤⽥区 森商事㈱
8179 ⼤⽥区 株式会社 ⽂星閣
8180 ⼤⽥区 ⼤⽥区⼤森清掃事務所
8181 ⼤⽥区 パラマウントケアサービス㈱南東京営業所
8182 ⼤⽥区 株式会社関電⼯品川⼯務所
8183 ⼤⽥区 ムサシ興発株式会社
8184 ⼤⽥区 ダイキン⼯業株式会社
8185 ⼤⽥区 ㈱ナカタニ
8186 ⼤⽥区 株式会社キッツ エスシーティー
8187 ⼤⽥区 セパック⼯業株式会社
8188 ⼤⽥区 株式会社丸運⽻⽥京浜物流センター
8189 ⼤⽥区 ⽇本ハイウェイサービス㈱関東事業所
8190 ⼤⽥区 東京都下⽔道サービス（株）森ヶ崎保全事業所
8191 ⼤⽥区 株式会社丸運ロジスティクス関東⽻⽥京浜営業所
8192 ⼤⽥区 シャープサポートアンドサービス株式会社
8193 ⼤⽥区 不⼆熱学⼯業株式会社東京⽀店
8194 ⼤⽥区 東京⽇産⾃動⾞販売㈱⼤森店
8195 ⼤⽥区 関東警備保障㈱
8196 ⼤⽥区 杉本商事株式会社⼤森営業所
8197 ⼤⽥区 株式会社シマノ
8198 ⼤⽥区 社会福祉法⼈池上⻑寿園特別養護⽼⼈ホーム⼤森
8199 ⼤⽥区 ㈱興陽開発
8200 ⼤⽥区 モリタース⾞輌⼯業㈱
8201 ⼤⽥区 ⼤森クローム⼯業㈱
8202 ⼤⽥区 エナジーシステムサービスジャパン株式会社
8203 ⼤⽥区 株式会社 タカハシ
8204 ⼤⽥区 (株)TGR東京
8205 ⼤⽥区 株式会社ドン・キホーテ
8206 ⼤⽥区 株式会社ロバート・リード商会



8207 ⼤⽥区 シーキューブ株式会社
8208 ⼤⽥区 アボットメディカルジャパン合同会社平和島商品センター
8209 ⼤⽥区 株式会社かんでんｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京⽀店
8210 ⼤⽥区 ⽇本ハイウエイ・サービス株式会社 東京事務所
8211 ⼤⽥区 ㈱みずほ銀⾏⼤森⽀店
8212 ⼤⽥区 バイタルエア・ジャパン株式会社
8213 ⼤⽥区 東港⾦属株式会社
8214 ⼤⽥区 ㈲⻄尾硝⼦鏡⼯業所
8215 ⼤⽥区 警視庁⼤森警察署
8216 ⼤⽥区 菱冷サービス株式会社
8217 ⼤⽥区 ㈱北⼭
8218 ⼤⽥区 株式会社バイダイロジパル東⽇本テクニカルサービス課
8219 ⼤⽥区 ㈲永野⼯業所
8220 ⼤⽥区 ㈱鈴粂
8221 ⼤⽥区 ⼤森消防署
8222 ⼤⽥区 学校法⼈みのり学園⼤森みのり幼稚園
8223 ⼤⽥区 ⼋幡電気産業㈱
8224 ⼤⽥区 ㈱⽞⽥商店
8225 ⼤⽥区 アサヒ飲料販売株式会社⼤⽥⽀店
8226 ⼤⽥区 東京ガスライフバル東⼤⽥⼤森店東京ガスリビングライン（株）
8227 ⼤⽥区 ⼀般財団法⼈ ⽇本⾷品検査⾸都圏事務所
8228 ⼤⽥区 ㈱ 増⽥製作所
8229 ⼤⽥区 トキワ精機㈱
8230 ⼤⽥区 株式会社パシフィックネット
8231 ⼤⽥区 ㈱升本商店
8232 ⼤⽥区 ㈱ネクサス
8233 ⼤⽥区 （株）⼤庄
8234 ⼤⽥区 株式会社カクヤス平和島センター
8235 ⼤⽥区 関東電気㈱
8236 ⼤⽥区 神⼾製作所
8237 ⼤⽥区 ㈱サトー
8238 ⼤⽥区 ㈱北村ボールト
8239 ⼤⽥区 ㈱メリーチョコレートカムパニー
8240 ⼤⽥区 アサヒドラフトマーケティング株式会社
8241 ⼤⽥区 国際クリーニング㈱
8242 ⼤⽥区 平成重機興業㈱
8243 ⼤⽥区 医療法⼈財団中島記念会⼤森⼭王病院
8244 ⼤⽥区 株式会社プラッツ
8245 ⼤⽥区 （資）⼭⽥屋葬儀社
8246 ⼤⽥区 ⼯機販売株式会社
8247 ⼤⽥区 エヌティオートサービス株式会社
8248 ⼤⽥区 ⽻⽥酸素㈱
8249 ⼤⽥区 株式会社ＰＳビバレッジ



8250 ⼤⽥区 （株）ＴＡＴＳＵＭＩ
8251 ⼤⽥区 ⼩松ばね⼯業株式会社
8252 ⼤⽥区 ㈱浅井本社
8253 ⼤⽥区 共和⼯業㈱
8254 ⼤⽥区 ヒガ・アーツ＆メタル株式会社
8255 ⼤⽥区 東亜建設⼯業㈱東京港⼯事事務所新海⾯遮⽔作業所
8256 ⼤⽥区 ㈱オズタック
8257 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社テクニカルカレッジ
8258 ⼤⽥区 東京都⽔道局南部⽀所
8259 ⼤⽥区 ㈱浅井重機事業部
8260 ⼤⽥区 中津産業株式会社
8261 ⼤⽥区 有限会社 シェルフ・ワン
8262 ⼤⽥区 ㈱シンポフーズ
8263 ⼤⽥区 京急開発㈱
8264 ⼤⽥区 明治商⼯株式会社
8265 ⼤⽥区 ㈱東映コミュニケーションズ株式会社
8266 ⼤⽥区 株式会社ＯＪＫ
8267 ⼤⽥区 株式会社ウノトレーディング
8268 ⼤⽥区 ⽇本ニューマチック⼯業株式会社 東京営業所
8269 ⼤⽥区 ⼤国屋電機⼯業株式会社
8270 ⼤⽥区 株式会社ニシヤマ
8271 ⼤⽥区 ㈱関電⼯社会インフラ統轄本部東京配電⽀社品川営業所
8272 ⼤⽥区 株式会社エクシオモバイル
8273 ⼤⽥区 有限会社 清⽔商会
8274 ⼤⽥区 ㈱ジェイ・アイ・エム
8275 ⼤⽥区 株式会社ヒマラヤ産業
8276 ⼤⽥区 リック株式会社
8277 ⼤⽥区 ㈱オノマシン⼤森⽀店
8278 ⼤⽥区 縁エキスパート株式会社
8279 ⼤⽥区 ㈱ターミナルサービス
8280 ⼤⽥区 ロジスネクスト東京株式会社
8281 ⼤⽥区 （株）⼤⽥花き
8282 ⼤⽥区 株式会社フロンティア⼤⽥営業所
8283 ⼤⽥区 社会福祉法⼈東京コロニー東京都⼤⽥福祉⼯場
8284 ⼤⽥区 パナソニックコンシューマーマーケティング（株）
8285 ⼤⽥区 株式会社京福商店
8286 ⼤⽥区 ⽇本ハイウエイ・サービス（株）東京⼯事事業所
8287 ⼤⽥区 ㈱林屋 営業部
8288 ⼤⽥区 武蔵ロジスティクス㈱
8289 ⼤⽥区 ㈲近藤建設
8290 ⼤⽥区 ㈱池上⾃動⾞教習所
8291 ⼤⽥区 学校法⼈⼤森学園
8292 ⼤⽥区 太陽計測株式会社営業本部



8293 ⼤⽥区 藤ビルメンテナンス㈱
8294 ⼤⽥区 ㈲かぎわだ
8295 ⼤⽥区 株式会社⼤⽯
8296 ⼤⽥区 株式会社コマキ
8297 ⼤⽥区 第三東海株式会社
8298 ⼤⽥区 株式会社三井住友銀⾏⼤森法⼈営業部
8299 ⼤⽥区 医療法⼈社団 涓泉会⼭王リハビリステーション
8300 ⼤⽥区 ㈱⼀成電気設計事務所
8301 ⼤⽥区 ⼀般社団法⼈巨樹の会蒲⽥リハビリテーション病院
8302 ⼤⽥区 株式会社リブワークスAP⽀店
8303 ⼤⽥区 枕崎⼯業株式会社
8304 ⼤⽥区 宮沢機器⼯業㈱
8305 ⼤⽥区 ⽟⽥実業株式会社
8306 ⼤⽥区 株式会社ディーオーシー
8307 ⼤⽥区 株式会社セルート平和島営業所
8308 ⼤⽥区 ㈱三洋整備
8309 ⼤⽥区 株式会社ケアサービス
8310 ⼤⽥区 ⽇産東京販売株式会社⼤森中店
8311 ⼤⽥区 バリュエンスジャパン株式会社
8312 ⼤⽥区 富⼠ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
8313 ⼤⽥区 株式会社協和エクシオドコモ事業本部東京技術センタ
8314 ⼤⽥区 株式会社第⼀テクノ本社第⼆別館
8315 ⼤⽥区 ⼤和冷機⼯業株式会社⼤⽥営業所
8316 ⼤⽥区 明⼯機設㈱
8317 ⼤⽥区 マークテック株式会社
8318 ⼤⽥区 株式会社ニップコーポレーション
8319 ⼤⽥区 株式会社カクヤス南東京センター
8320 ⼤⽥区 株式会社ウォーターデザイン東京本社
8321 ⼤⽥区 ⻄原⼯事株式会社
8322 ⼤⽥区 株式会社アペックス東京南営業所
8323 ⼤⽥区 株式会社レイ イベント事業本部東京機材センター
8324 ⼤⽥区 中沢乳業株式会社
8325 ⼤⽥区 株式会社アマダ
8326 ⼤⽥区 株式会社コダマ
8327 ⼤⽥区 ㈱神薗⼯務店
8328 ⼤⽥区 ティヴィバルブ㈱
8329 ⼤⽥区 株式会社京浜メンテナンス
8330 ⼤⽥区 学校法⼈浅間幼稚園
8331 ⼤⽥区 ㈱前川試験機製作所
8332 ⼤⽥区 株式会社コンステック東京⽀店
8333 ⼤⽥区 ノーリツリビングテクノ株式会社東京事業所
8334 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社⼤森店
8335 ⼤⽥区 丸良興業㈲



8336 ⼤⽥区 サントリービバレッジサービス㈱
8337 ⼤⽥区 株式会社リサイクル・ネットワーク
8338 ⼤⽥区 サトウ⾷品株式会社東京オフィス
8339 ⼤⽥区 ㈱ヨコハマタイヤジャパン
8340 ⼤⽥区 豊和⼯業株式会社
8341 ⼤⽥区 ㈱マルセ
8342 ⼤⽥区 京浜住器株式会社
8343 ⼤⽥区 学校法⼈樹⼼学園和敬幼稚園
8344 ⼤⽥区 城南道路㈲
8345 ⼤⽥区 ㈱喜屋 草間商店
8346 ⼤⽥区 株式会社ニューテック康和東海⼯事事務所
8347 ⼤⽥区 南関東⽇野⾃動⾞株式会社
8348 ⼤⽥区 昌⽴物産㈱
8349 ⼤⽥区 双葉電線 株式会社東京営業所
8350 ⼤⽥区 株式会社 新興化学
8351 ⼤⽥区 東京都下⽔道局森ヶ崎⽔再⽣センター
8352 ⼤⽥区 ⽇本海⼯株式会社東京⽀店
8353 ⼤⽥区 有明興業株式会社京浜島⼯場
8354 ⼤⽥区 ⼤⽥区⼤森地域庁舎健康政策部⽣活衛⽣課
8355 ⼤⽥区 フコク物産㈱
8356 ⼤⽥区 株式会社齋藤機械製作所営業部
8357 ⼤⽥区 明善幼稚園
8358 ⼤⽥区 株式会社商⼯組合中央⾦庫⼤森⽀店
8359 ⼤⽥区 有限会社ティーエム機⼯
8360 ⼤⽥区 ⼭王鉄⼯株式会社
8361 ⼤⽥区 株式会社東化⼯
8362 ⼤⽥区 ⼤隅化⼯株式会社
8363 ⼤⽥区 ㈱城南医薬保健協働介護ショップらくだ
8364 ⼤⽥区 特殊電極株式会社東京営業所
8365 ⼤⽥区 ㈱⼭⽥商店
8366 ⼤⽥区 ⽇栄産業株式会社
8367 ⼤⽥区 株式会社ダンテック
8368 ⼤⽥区 ボブストジャパン株式会社
8369 ⼤⽥区 ㈱明進社 ⾦⼦商店
8370 ⼤⽥区 TOTO株式会社 ⼤⽥営業所
8371 ⼤⽥区 ㈱伊藤公害調査研究所
8372 ⼤⽥区 株式会社伊藤園 東京港南⽀店
8373 ⼤⽥区 株式会社伊藤園 東京⼤⽥⽀店
8374 ⼤⽥区 スバル興業株式会社
8375 ⼤⽥区 株式会社近鉄ロジスティクスシステムズ品川営業所
8376 ⼤⽥区 ㈱河副商会
8377 ⼤⽥区 株式会社ワールドサービス
8378 ⼤⽥区 有限会社エムズクリエイション



8379 ⼤⽥区 やまや商流株式会社東京物流センター
8380 ⼤⽥区 ㈱トミタ
8381 ⼤⽥区 株式会社サムソン東京⽀店
8382 ⼤⽥区 池伝㈱
8383 ⼤⽥区 株式会社ＰＳビバレッジ東京中央⽀店
8384 ⼤⽥区 ⽻⽥空港グランドサービス株式会社
8385 ⼤⽥区 株式会社フレッシュ⻘果
8386 ⼤⽥区 株式会社マルサヤ
8387 ⼤⽥区 ヤンマーエネルギーシステム株式会社
8388 ⼤⽥区 ㈱蔵王建設
8389 ⼤⽥区 有限会社 ⽥川電気
8390 ⼤⽥区 ㈱ピーエーシーじゃんじゃん軒
8391 ⼤⽥区 社会医療法⼈財団城南福祉医療協会 ⼤⽥病院
8392 ⼤⽥区 東亜建設⼯業㈱東京港⼯事事務所多摩川浚渫・浅場造成作業所
8393 ⼤⽥区 株式会社湯建⼯務店
8394 ⼤⽥区 (株)サンライフ 東京営業所
8395 ⼤⽥区 ヴァーデン販売㈱
8396 ⼤⽥区 丸⼤ミート株式会社
8397 ⼤⽥区 (株)エヌアンドエヌ
8398 ⼤⽥区 ⽥辺製薬株式会社⽥辺ロジスティックセンター
8399 ⼤⽥区 (株)タナック⽥辺ロジスティックセンター
8400 ⼤⽥区 株式会社京急ビルテック
8401 ⼤⽥区 株式会社昭和製作所
8402 ⼤⽥区 ㈱気⽣堂印刷所
8403 ⼤⽥区 尾家産業㈱
8404 ⼤⽥区 ⽻⽥タートルサービス㈱
8405 ⼤⽥区 ⼩川畜産⾷品株式会社
8406 ⼤⽥区 株式会社 レンタルのニッケン
8407 ⼤⽥区 株式会社 ⼤岩商会
8408 ⼤⽥区 株式会社 野坂電機
8409 ⼤⽥区 株式会社 新⽇東電化
8410 ⼤⽥区 鶴岡⼯業（株）
8411 ⼤⽥区 株式会社 須⽥鉄⼯所
8412 ⼤⽥区 京浜⾃動⾞協業組合
8413 ⼤⽥区 株式会社 アクティオ⽻⽥営業所
8414 ⼤⽥区 株式会社クレハ環境 東京営業所
8415 ⼤⽥区 株式会社エコ・エイト京浜島事業所
8416 ⼤⽥区 平和⼯業 株式会社
8417 ⼤⽥区 株式会社 ⼤⿓⾦属
8418 ⼤⽥区 開成建機 株式会社
8419 ⼤⽥区 森幸鍍⾦材料 株式会社
8420 ⼤⽥区 株式会社 ⼤成
8421 ⼤⽥区 株式会社 三功⼯業所



8422 ⼤⽥区 ⼤和合⾦鉄株式会社
8423 ⼤⽥区 株式会社ニューマシン
8424 ⼤⽥区 ⽥中運輸リース株式会社
8425 ⼤⽥区 ⽇本パルプテックス株式会社
8426 ⼤⽥区 株式会社 カワイ化⼯
8427 ⼤⽥区 NX商事株式会社東京⽀店整備部京浜⼯場
8428 ⼤⽥区 東京消防庁第⼆消防⽅⾯本部消防救助機動部隊
8429 ⼤⽥区 （株）エヌ・エス・ピー東京営業所
8430 ⼤⽥区 ロジスネクスト東京株式会社東京港湾サービスセンター
8431 ⼤⽥区 東京都下⽔道サービス株式会社
8432 ⼤⽥区 グリコチャンネルクリエイト(株)⼤森販売センター
8433 ⼤⽥区 株式会社ユニバーサル園芸社
8434 ⼤⽥区 ダイキンエアテクノ株式会社
8435 ⼤⽥区 エクシオグループ株式会社
8436 ⼤⽥区 アビドレックス株式会社京浜島リサイクルセンター
8437 ⼤⽥区 昭和礦油株式会社
8438 ⼤⽥区 荏原重機株式会社
8439 ⼤⽥区 株式会社三井住友銀⾏⼤森⽀店
8440 ⼤⽥区 株式会社はとバス
8441 ⼤⽥区 株式会社フラワーオークションジャパン
8442 ⼤⽥区 ⽇通⽻⽥グランドサービス株式会社
8443 ⼤⽥区 東洋建設株式会社関東⽀店東京港⼯事事務所
8444 ⼤⽥区 株式会社 ＳＫＹ
8445 ⼤⽥区 加藤産業株式会社南関東⽀社
8446 ⼤⽥区 株式会社アクア
8447 ⼤⽥区 株式会社福⼭臨床検査センターエフエムエルラボラトリー東京
8448 ⼤⽥区 リノ・ハピア株式会社
8449 ⼤⽥区 株式会社クライム
8450 ⼤⽥区 東急技術センター株式会社
8451 ⼤⽥区 フランスベッド株式会社メディカル⼤⽥営業所
8452 ⼤⽥区 タカラ⾷品⼯業株式会社
8453 ⼤⽥区 公益財団法⼈ 東京防災救急協会荏原搬送センター
8454 ⼤⽥区 タイヘイ株式会社城南営業所
8455 ⼤⽥区 ⽇東⼯器株式会社
8456 ⼤⽥区 株式会社関東マツダ洗⾜店
8457 ⼤⽥区 ⽇本ドライブイット株式会社
8458 ⼤⽥区 早稲⽥ｴﾙﾀﾞﾘｰﾍﾙｽ事業団ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻﾝｹｱ上池台
8459 ⼤⽥区 株式会社 新和
8460 ⼤⽥区 アルプスアルパイン株式会社
8461 ⼤⽥区 株式会社エイチ・エス・ジェイ
8462 ⼤⽥区 ⼭⽥建設株式会社
8463 ⼤⽥区 ⽥園調布消防署
8464 ⼤⽥区 株式会社 原商店



8465 ⼤⽥区 エルシーアイ株式会社
8466 ⼤⽥区 株式会社キャドマック
8467 ⼤⽥区 株式会 サニークリーン東京城南営業所
8468 ⼤⽥区 ⽇本洗浄機株式会社
8469 ⼤⽥区 株式会社エバジツ
8470 ⼤⽥区 株式会社近藤商店
8471 ⼤⽥区 株式会社プレコエムユニット
8472 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京㈱レクサス雪⾕
8473 ⼤⽥区 チェッカーモータース（株）⽥園調布サービス
8474 ⼤⽥区 ⽇本レストランデリバリー（株）
8475 ⼤⽥区 ⽣活協同組合パルシステム東京⼤⽥センター
8476 ⼤⽥区 ⽇本郵便（株）⽥園調布郵便局
8477 ⼤⽥区 社会福祉法⼈池上⻑寿園経営本部
8478 ⼤⽥区 株式会社⾦⽺社
8479 ⼤⽥区 社会福祉法⼈響会
8480 ⼤⽥区 ドギーマンハヤシ株式会社
8481 ⼤⽥区 株式会社増⽥屋
8482 ⼤⽥区 株式会社錦花園
8483 ⼤⽥区 ⼩林熱機⼯業株式会社
8484 ⼤⽥区 東⻄電気産業株式会社
8485 ⼤⽥区 ダスキン上池台⽀店
8486 ⼤⽥区 株式会社トーアス
8487 ⼤⽥区 有限会社 ⻘⼭運送
8488 ⼤⽥区 株式会社⾼⽊商会
8489 ⼤⽥区 株式会社 ⼤亜電業
8490 ⼤⽥区 株式会社⾃強輸送機
8491 ⼤⽥区 新星電⼯株式会社
8492 ⼤⽥区 鵜ノ⽊幼稚園
8493 ⼤⽥区 （株）エヌデン
8494 ⼤⽥区 アメリカン電機株式会社
8495 ⼤⽥区 ケーオーデンタル株式会社⼤⽥営業所
8496 ⼤⽥区 東急電鉄株式会社 鉄道事業本部電気部 プロジェクト推進課
8497 ⼤⽥区 医療法⼈社団伍光会⽥園調布醫院
8498 ⼤⽥区 千代⽥通商株式会社
8499 ⼤⽥区 ⽂化シャッターサービス株式会社城南サービスステーション
8500 ⼤⽥区 株式会社ローソン東京品川⽀店
8501 ⼤⽥区 ⽇産東京販売株式会社雪⾕店
8502 ⼤⽥区 株式会社 森事務所 城南⽀店
8503 ⼤⽥区 ⽥園調布警察署
8504 ⼤⽥区 東洋濾⽔⼯業株式会社
8505 ⼤⽥区 株式会社マテリアルハウス
8506 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社⾺込テクニカル研修センター
8507 ⼤⽥区 株式会社ヤマシタ



8508 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社久が原店
8509 ⼤⽥区 医療法⼈社団涓泉会⼭王リハビリクリニック
8510 ⼤⽥区 ２３区南⽣活クラブ⽣活協同組合⼤⽥センター
8511 ⼤⽥区 株式会社Ｋｉｄｓ−ＵＰ⻑原校
8512 ⼤⽥区 チョーヤ梅酒株式会社東京⽀店
8513 ⼤⽥区 ⽇本ウイントン株式会社
8514 ⼤⽥区 ヤナセバイエルンモーターズ（株池上サービスセンター
8515 ⼤⽥区 株式会社 ⼭⼝商店
8516 ⼤⽥区 東京都下⽔道局南部下⽔道事務所
8517 ⼤⽥区 株式会社ゼテックス東京南⽀店
8518 ⼤⽥区 鈴⽊⾃動⾞(株)メルセデス・ベンツ⼤⽥サーティファイドカーセン
8519 ⼤⽥区 布⻲株式会社 マザーケア⼤⽥北デリバリーセンター
8520 ⼤⽥区 株式会社⽇本シャッター製作所
8521 ⼤⽥区 株式会社キッズベースキャンプ（キッズベースキャンプ雪⾕）
8522 ⼤⽥区 椎野塗装⼯業株式会社
8523 ⼤⽥区 渡辺パイプ株式会社⼤⽥サービスセンター
8524 ⼤⽥区 東急スイミングスクールたまがわ
8525 ⼤⽥区 株式会社 成樹苑
8526 ⼤⽥区 植松建設株式会社
8527 ⼤⽥区 株式会社エネクシス
8528 ⼤⽥区 ハマ冷機⼯業株式会社
8529 ⼤⽥区 鵬図商事株式会社
8530 ⼤⽥区 東京中央農業協同組合⽥園調布⽀店
8531 ⼤⽥区 キッズデュオインターナショナル池上
8532 ⼤⽥区 株式会社シブヤ
8533 ⼤⽥区 株式会社⼤神
8534 ⼤⽥区 ⽵内⼯業株式会社営業部
8535 ⼤⽥区 株式会社スズショー
8536 ⼤⽥区 株式会社アド・コーポレーション
8537 ⼤⽥区 株式会社丸⼭製麺
8538 ⼤⽥区 株式会社スイコウ東京営業所
8539 ⼤⽥区 株式会社川柳商店
8540 ⼤⽥区 メルセデス・ベンツ⼤⽥
8541 ⼤⽥区 MINI⼤⽥
8542 ⼤⽥区 ジープ⼤⽥
8543 ⼤⽥区 デイサービスセンターサンケア鵜の⽊
8544 ⼤⽥区 株式会社佐々⽊組
8545 ⼤⽥区 アルパインマーケティング株式会社
8546 ⼤⽥区 同信産業株式会社
8547 ⼤⽥区 ⿊光商事株式会社
8548 ⼤⽥区 株式会社⾺⾥奈
8549 ⼤⽥区 ムサシノ機器株式会社
8550 ⼤⽥区 株式会社つやげん



8551 ⼤⽥区 株式会社井⾕衡機製作所
8552 ⼤⽥区 ⿅実建設株式会社
8553 ⼤⽥区 丸澤機⼯株式会社
8554 ⼤⽥区 トーカドエナジー株式会社
8555 ⼤⽥区 ⼩野薬品⼯業株式会社城南営業所
8556 ⼤⽥区 昭栄電気⼯具株式会社
8557 ⼤⽥区 株式会社きくや美粧堂
8558 ⼤⽥区 北新興業株式会社
8559 ⼤⽥区 泰王建設株式会社
8560 ⼤⽥区 株式会社池上⼯業所
8561 ⼤⽥区 フジクレスト株式会社
8562 ⼤⽥区 株式会社名和多摩川部品センター
8563 ⼤⽥区 株式会社三和化研消毒
8564 ⼤⽥区 株式会社森⼭⼟⽊
8565 ⼤⽥区 セザックス株式会社
8566 ⼤⽥区 中川⾦属株式会社東京営業所
8567 ⼤⽥区 株式会社持丸⾷品
8568 ⼤⽥区 今井設備管⼯株式会社
8569 ⼤⽥区 株式会社渡辺精⼯社
8570 ⼤⽥区 池上みどり幼稚園
8571 ⼤⽥区 酒井建設⼯業株式会社
8572 ⼤⽥区 株式会社ホンダカーズ東京中央仲池上店
8573 ⼤⽥区 サンユー建設株式会社
8574 ⼤⽥区 昭和⼯業株式会社
8575 ⼤⽥区 誠伸商事株式会社
8576 ⼤⽥区 ダイハツ東京販売株式会社池上店
8577 ⼤⽥区 ⽇本プリメックス株式会社
8578 ⼤⽥区 東京ガスリビングライン株式会社⻄⼤⽥⽀社
8579 ⼤⽥区 東京アライドコーヒーロースターズ株式会社
8580 ⼤⽥区 ダイカンサービス株式会社ダスキンダイカン仲池上⽀店
8581 ⼤⽥区 辻本重機興業株式会社
8582 ⼤⽥区 東京電電株式会社
8583 ⼤⽥区 東京消防庁蒲⽥消防署
8584 ⼤⽥区 ㈱ラヴィドライビングスクール蒲⽥
8585 ⼤⽥区 ㈱荏原製作所
8586 ⼤⽥区 コマジャパン㈱
8587 ⼤⽥区 ⽇本調理機㈱
8588 ⼤⽥区 南関東⽇野⾃動⾞㈱ 六郷⽀店
8589 ⼤⽥区 キャノンシステムアンドサポート㈱
8590 ⼤⽥区 ㈱関⼯パワーテクノ
8591 ⼤⽥区 ㈱オダギリ 城南⽀店
8592 ⼤⽥区 祐徳薬品⼯業㈱ 東京⽀店
8593 ⼤⽥区 ボルボ・カーズ⼤⽥・川崎



8594 ⼤⽥区 医療法⼈社団洋誠会かわいクリニック
8595 ⼤⽥区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ東糀⾕センター
8596 ⼤⽥区 東京⽔道株式会社
8597 ⼤⽥区 ㈱サン・エキスプレス
8598 ⼤⽥区 株式会社セイコー
8599 ⼤⽥区 ㈱クリーンアクト
8600 ⼤⽥区 カンペ商事株式会社
8601 ⼤⽥区 ㈱昭和
8602 ⼤⽥区 蒲⽥警察署
8603 ⼤⽥区 ㈱ヨシキ企画東京営業所
8604 ⼤⽥区 ジオ・サーチ㈱
8605 ⼤⽥区 ㈱リード商事
8606 ⼤⽥区 ⽇本防蝕⼯業㈱
8607 ⼤⽥区 ALSOK介護株式会社かたくり福祉⽤具城南センター
8608 ⼤⽥区 有限会社南産業
8609 ⼤⽥区 ⻄旺電設㈱
8610 ⼤⽥区 株式会社ヤマトサービス⼯業
8611 ⼤⽥区 デイベンロイ・リネンサプライ株式会社 東京事業部
8612 ⼤⽥区 北糀⾕幼稚園
8613 ⼤⽥区 蒲⽥ゴム㈱
8614 ⼤⽥区 ALSOK介護株式会社
8615 ⼤⽥区 東横イン⽻⽥空港Ⅱ
8616 ⼤⽥区 ㈱⼋洋 ⽻⽥営業所
8617 ⼤⽥区 ⼤⽥区役所
8618 ⼤⽥区 吉沢プレス⼯業（株）
8619 ⼤⽥区 ㈱三菱ＵＦＪ銀⾏ 蒲⽥⽀店
8620 ⼤⽥区 ㈱ニコン・トリンブル
8621 ⼤⽥区 ㈱整電社
8622 ⼤⽥区 ㈱⼤島商店
8623 ⼤⽥区 東洋運輸機⼯㈱
8624 ⼤⽥区 トヨタモビリティサービス㈱⽻⽥空港店
8625 ⼤⽥区 永光電機株式会社
8626 ⼤⽥区 福進⼯業㈱
8627 ⼤⽥区 旭化成ホームズ㈱集合住宅営業本部 集合第⼆⽀店
8628 ⼤⽥区 旭化成住宅建設㈱ リフォーム施⼯事業部東京事業所
8629 ⼤⽥区 ㈲権⽥商事
8630 ⼤⽥区 ブラザーインダストリアルプリンティング㈱
8631 ⼤⽥区 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
8632 ⼤⽥区 タカナシ販売株式会社
8633 ⼤⽥区 ⼭六給⾷㈱
8634 ⼤⽥区 ホシザキ東京㈱⼤⽥営業所
8635 ⼤⽥区 サンケイ建設㈱
8636 ⼤⽥区 ⼤和ハウスパーキング株式会社



8637 ⼤⽥区 ㈱オープンハウス蒲⽥営業ｾﾝﾀｰ
8638 ⼤⽥区 ㈱エスケイダスキン蒲⽥⽀店
8639 ⼤⽥区 ㈱巴商会メディカルサービス部
8640 ⼤⽥区 三浦⼯業㈱ ⽻⽥営業所
8641 ⼤⽥区 三菱ふそうトラック・バス㈱南関東ふそう品川⽀店
8642 ⼤⽥区 ニチイケアセンター南蒲⽥
8643 ⼤⽥区 学校法⼈ 簡野学園
8644 ⼤⽥区 マリンフーズ㈱ 東京事業所
8645 ⼤⽥区 六郷幼稚園
8646 ⼤⽥区 ㈱東洋電⼦⼯業
8647 ⼤⽥区 伊丹塗料㈱
8648 ⼤⽥区 ソレキア㈱
8649 ⼤⽥区 ㈱システムロック
8650 ⼤⽥区 双栄建設㈱
8651 ⼤⽥区 ㈱巴商会
8652 ⼤⽥区 興国運輸㈱
8653 ⼤⽥区 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱南東京ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
8654 ⼤⽥区 新⽇本厨機㈱
8655 ⼤⽥区 エビナ電化⼯業㈱
8656 ⼤⽥区 ㈱⼭⼩電機製作所
8657 ⼤⽥区 住友電気⼯業株式会社地中線部 東京⼯事グループ
8658 ⼤⽥区 ㈱ヤマシタ
8659 ⼤⽥区 ㈲⼩松組
8660 ⼤⽥区 ㈱ヨコソー
8661 ⼤⽥区 京三エレコス⼯業㈱
8662 ⼤⽥区 東京都⾚⼗字⾎液センター⼤⽥出張所
8663 ⼤⽥区 アルマーク株式会社 東京⽀店
8664 ⼤⽥区 極東証券㈱ 蒲⽥⽀店
8665 ⼤⽥区 ㈱ソルコムＩＴ本部東京⽀店エンジニアリング部⾨
8666 ⼤⽥区 ⼩柳商事㈱
8667 ⼤⽥区 ⽇本電設⼯業株式会社鉄道統括本部 関東⽀店
8668 ⼤⽥区 ⼤東建託リーシング株式会社
8669 ⼤⽥区 ⽇本電設⼯業㈱ 鉄道統括本部電⾞線⽀社
8670 ⼤⽥区 ヤマハ発動機販売㈱
8671 ⼤⽥区 公益社団法⼈⼤⽥区シルバー⼈材センター
8672 ⼤⽥区 ⽇本電設⼯業㈱鉄道統括本部インテグレート⽀社
8673 ⼤⽥区 株式会社ホワイト急便⽻⽥
8674 ⼤⽥区 橋本商⼯㈱
8675 ⼤⽥区 関⻄ペイント販売㈱
8676 ⼤⽥区 フジテック株式会社東京フィット
8677 ⼤⽥区 ㈱⽇本パープル
8678 ⼤⽥区 アルタン㈱
8679 ⼤⽥区 ㈱⽯井鉄⼯所鉄構事業部



8680 ⼤⽥区 株式会社東横イン電建
8681 ⼤⽥区 ⼤⽇本塗料㈱東京営業本部
8682 ⼤⽥区 （有）藤原総建
8683 ⼤⽥区 京浜港湾⼯事㈱
8684 ⼤⽥区 株式会社ＫＡＴ
8685 ⼤⽥区 ㈱宮崎 六郷営業所
8686 ⼤⽥区 ㈱明吉⼯業
8687 ⼤⽥区 ⽇本Ｘ線検査㈱
8688 ⼤⽥区 ㈱イワセ・エスタ東京
8689 ⼤⽥区 ⽇本機⼯㈱
8690 ⼤⽥区 ㈲佐藤⼯業所
8691 ⼤⽥区 サンコー薬品㈱
8692 ⼤⽥区 ⽇本電設⼯業㈱横浜⽀社 多摩川⼯事所
8693 ⼤⽥区 ブルークリーン（株）
8694 ⼤⽥区 荻野化成株式会社東京営業所
8695 ⼤⽥区 ㈱⽇本チッタ
8696 ⼤⽥区 鳴島⼯業㈱
8697 ⼤⽥区 ⽇産東京販売㈱蒲⽥店
8698 ⼤⽥区 ⾼砂⾹料⼯業㈱
8699 ⼤⽥区 社会福祉法⼈ ⻑寿村⼤⽥翔裕園
8700 ⼤⽥区 ⼤倉商⼯㈱
8701 ⼤⽥区 ⼤⽥ナーシングホーム翔裕園
8702 ⼤⽥区 セコム㈱ 蒲⽥⽀社
8703 ⼤⽥区 株式会社⼤庄ＤＳ・Ｌﾍｯﾄﾞｸｵｰﾀｰ⽻⽥
8704 ⼤⽥区 東都計装㈱
8705 ⼤⽥区 ㈱みずほ銀⾏蒲⽥⽀店
8706 ⼤⽥区 ㈱以和多六郷店
8707 ⼤⽥区 社会福祉法⼈池上⻑寿園特別養護⽼⼈ホーム⽻⽥
8708 ⼤⽥区 蒲⽥中央電業㈱
8709 ⼤⽥区 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ株式会社 ⽻⽥⽀店
8710 ⼤⽥区 ＦＶジャパン株式会社
8711 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社蒲⽥仲六郷店
8712 ⼤⽥区 カネモク⼯業㈱
8713 ⼤⽥区 ㈱清美
8714 ⼤⽥区 ㈱旭屋
8715 ⼤⽥区 SGフィルダー株式会社品川事業場
8716 ⼤⽥区 ロジスネクスト東京株式会社⽻⽥⽀店
8717 ⼤⽥区 東京消防庁蒲⽥消防署⽻⽥出張所
8718 ⼤⽥区 ㈱⼤倉製作所
8719 ⼤⽥区 ㈱加藤厨房設備
8720 ⼤⽥区 ⿅島道路㈱ 東京中央営業所
8721 ⼤⽥区 株式会社ジェイコム東京 ⼤⽥局
8722 ⼤⽥区 ㈱丸富⼠



8723 ⼤⽥区 ⽇本電設⼯業㈱鉄道統括本部 送電線⽀社
8724 ⼤⽥区 （株）ツクイ⼤⽥⻄糀⾕
8725 ⼤⽥区 ㈱丸忠製作所
8726 ⼤⽥区 ⽇本メディカル・ウエイスト・マネジメント㈱ ⽻⽥中継センター
8727 ⼤⽥区 ㈱城南
8728 ⼤⽥区 学校法⼈野村学園パール幼稚園
8729 ⼤⽥区 ㈱くらしの友 蒲⽥センター
8730 ⼤⽥区 ㈱グランイーグル
8731 ⼤⽥区 アイパック株式会社
8732 ⼤⽥区 セントケア東京株式会社リフォーム⼤⽥
8733 ⼤⽥区 東洋鍛⼯㈱
8734 ⼤⽥区 東京幼稚園
8735 ⼤⽥区 三菱重⼯機械システム株式会社
8736 ⼤⽥区 アイリスオーヤマ株式会社
8737 ⼤⽥区 グレイスホテル㈱ 懐⽯膳こころ蒲⽥
8738 ⼤⽥区 ⽇本総合住⽣活㈱東京⽀社
8739 ⼤⽥区 株式会社クライム・ワークス
8740 ⼤⽥区 アットホーム㈱ 城南営業所
8741 ⼤⽥区 荏原環境プラント㈱
8742 ⼤⽥区 ㈱トーイツ
8743 ⼤⽥区 東邦⾃動⾞㈱
8744 ⼤⽥区 ⽇本総合住⽣活株式会社東京南⽀店
8745 ⼤⽥区 ダイハツ東京販売㈱ 南六郷店
8746 ⼤⽥区 社会福祉法⼈ 善光会
8747 ⼤⽥区 (株)ティーシーエスデイサービスセンター友の⾥北糀⾕
8748 ⼤⽥区 ㈱五⼗嵐⼯具
8749 ⼤⽥区 ⼤⼀商事㈱
8750 ⼤⽥区 岡⽥商事株式会社⼆輪事業部東京
8751 ⼤⽥区 綿屋酒販㈱
8752 ⼤⽥区 中央建材⼯業㈱ 東京⽀店
8753 ⼤⽥区 ㈲中島商店
8754 ⼤⽥区 (株)ニューウェル
8755 ⼤⽥区 東海冷機⼯業㈱
8756 ⼤⽥区 変なホテル東京⽻⽥
8757 ⼤⽥区 テーブルマーク株式会社⾷品開発センター
8758 ⼤⽥区 アンリツ株式会社インフィビス
8759 ⼤⽥区 ＴＨＫ株式会社テクノセンター
8760 ⼤⽥区 北沢産業㈱ 東京⽀店
8761 ⼤⽥区 ㈱Coex Connect（コエックスコネクト）
8762 ⼤⽥区 株式会社 ナック
8763 ⼤⽥区 ㈱横浜銀⾏ 蒲⽥⽀店
8764 ⼤⽥区 荏原冷熱システム株式会社
8765 ⼤⽥区 ⼭陽重機㈱



8766 ⼤⽥区 シスメックス㈱⾸都圏サービスセンター
8767 ⼤⽥区 ブルーウエーブ株式会社ホテルＪＡＬシティ⽻⽥東京
8768 ⼤⽥区 ヤマト産業株式会社東京⽀店
8769 ⼤⽥区 ㈱ダスキン⽻⽥⽀店
8770 ⼤⽥区 中央電気㈱
8771 ⼤⽥区 ㈱東京精機⼯作所
8772 ⼤⽥区 ㈱鈴⽊⽯材店
8773 ⼤⽥区 ⾼津伝動精機㈱
8774 ⼤⽥区 株式会社リビングライフ蒲⽥⽀店
8775 ⼤⽥区 シミヅ産業㈱
8776 ⼤⽥区 株式会社アールエスエス⽻⽥
8777 ⼤⽥区 岩井機械⼯業㈱
8778 ⼤⽥区 ㈱鈴⽊⼯務店
8779 ⼤⽥区 光輪幼稚園
8780 ⼤⽥区 東京蒲⽥医療センター
8781 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社蒲⽥本町店
8782 ⼤⽥区 ㈱ケイエスアイ
8783 ⼤⽥区 ㈱カネダ
8784 ⼤⽥区 株式会社アール・イー・ハヤシリサイクルセンター
8785 ⼤⽥区 ㈱巴商会 京浜営業所
8786 ⼤⽥区 ㈱メルシー・ダイキ
8787 ⼤⽥区 東京スレート㈱
8788 ⼤⽥区 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
8789 ⼤⽥区 ㈱トーショー
8790 ⼤⽥区 東京計器レールテクノ㈱
8791 ⼤⽥区 ㈱ホンダカーズ東京中央蒲⽥店
8792 ⼤⽥区 ⽇本郵便㈱ 蒲⽥郵便局
8793 ⼤⽥区 ニッカル商⼯㈱
8794 ⼤⽥区 ⽻⽥タートルサービス株式会社
8795 ⼤⽥区 ⼤関ジョイテック㈱
8796 ⼤⽥区 ㈱三ッ芳電気
8797 ⼤⽥区 ⼤東建託株式会社東京⼤⽥⽀店
8798 ⼤⽥区 岡⽥電気産業㈱
8799 ⼤⽥区 株式会社世⽥⾕⼯務店
8800 ⼤⽥区 ㈱瀧⼝製作所
8801 ⼤⽥区 森忠商事㈱
8802 ⼤⽥区 三菱重⼯冷熱株式会社
8803 ⼤⽥区 ㈱倉崎興業
8804 ⼤⽥区 ㈱三松
8805 ⼤⽥区 ソニーコンスーマーセールス株式会社⾸都圏⽀社
8806 ⼤⽥区 ピザハット 糀⾕店
8807 ⼤⽥区 ⼭⼀電機株式会社
8808 ⼤⽥区 品川ファーネス㈱



8809 ⼤⽥区 株式会社 東配⼯南部営業所
8810 ⼤⽥区 ニシムラ株式会社東京営業所
8811 ⼤⽥区 幸建設㈱
8812 ⼤⽥区 ミサワホーム東京株式会社
8813 ⼤⽥区 株式会社丸新重量
8814 ⼤⽥区 ⼤内電気㈱
8815 ⼤⽥区 ナイスコミュニティー（株）
8816 ⼤⽥区 三和エナジー株式会社⼤⽥デリバリーセンター
8817 ⼤⽥区 ⾹部興業㈱
8818 ⼤⽥区 株式会社宮武⼯業所
8819 ⼤⽥区 ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社⽻⽥⽀店
8820 ⼤⽥区 ㈲徳⼭産業
8821 ⼤⽥区 ㈱⾺場
8822 ⼤⽥区 東京バイオテクロノジー専⾨学校
8823 ⼤⽥区 株式会社 ツクイ
8824 ⼤⽥区 セコムオートサービス株式会社
8825 ⼤⽥区 株式会社フルカワ
8826 ⼤⽥区 東邦ハウジング
8827 ⼤⽥区 有限会社 築紫設備⼯業
8828 ⼤⽥区 ツチヤ産業㈱
8829 ⼤⽥区 ヤマト運輸株式会社
8830 ⼤⽥区 東京都下⽔道サービス株式会社南部ポンプ所保全事業所
8831 ⼤⽥区 IZUMIコミュニケーションサービス株式会社
8832 ⼤⽥区 株式会社きらぼし銀⾏蒲⽥・⻄六郷⽀店
8833 ⼤⽥区 テルヤ電気株式会社
8834 ⼤⽥区 ㈱関⼯パワーテクノ地中線部中央
8835 ⼤⽥区 ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社蒲⽥⽀店
8836 ⼤⽥区 ⻄尾レントオール株式会社⽻⽥営業所
8837 ⼤⽥区 (株)永⾕園技術開発センター
8838 ⼤⽥区 三津浜⼯業㈱
8839 ⼤⽥区 株式会社平⽥商店
8840 ⼤⽥区 グリーンブルー（株）
8841 ⼤⽥区 ホテルＪＡＬシティ⽻⽥東京
8842 ⼤⽥区 深⽥パーカーライジング（株）
8843 ⼤⽥区 清⽥軌道⼯業株式会社東京⽀店
8844 ⼤⽥区 住友電設㈱東京⼯事センター
8845 ⼤⽥区 新⽇本熱学株式会社
8846 ⼤⽥区 寿デイサービスセンター六郷
8847 ⼤⽥区 東京計器㈱
8848 ⼤⽥区 ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社
8849 ⼤⽥区 株式会社バディ
8850 ⼤⽥区 ハネダ防設株式会社
8851 ⼤⽥区 東商⾃動⾞㈱



8852 ⼤⽥区 オキナ電⼦⼯業株式会社
8853 ⼤⽥区 ジャパンマシナリー株式会社
8854 ⼤⽥区 株式会社ワタナベ
8855 ⼤⽥区 株式会社ハネイシ
8856 ⼤⽥区 QLCプロデュース株式会社ハルサコミュニティ⽻⽥⼤⿃居
8857 ⼤⽥区 シナダイン株式会社
8858 ⼤⽥区 新栄電気株式会社
8859 ⼤⽥区 株式会社三井住友銀⾏蒲⽥法⼈営業部
8860 ⼤⽥区 南信ビルサービス株式会社
8861 ⼤⽥区 ⽵島製パン㈱
8862 ⼤⽥区 株式会社ミニミニ城南蒲⽥店
8863 ⼤⽥区 六郷タイヤー㈱
8864 ⼤⽥区 中央労働⾦庫蒲⽥⽀店
8865 ⼤⽥区 ㈲柴⽥興業
8866 ⼤⽥区 Ｈ＆Ａ株式会社
8867 ⼤⽥区 株式会社エヌケーエス東京営業所
8868 ⼤⽥区 昭和プラスト株式会社
8869 ⼤⽥区 国際電波企画株式会社
8870 ⼤⽥区 ⽇研トータルソーシング㈱フィールドサービス事業部
8871 ⼤⽥区 糀⾕幼稚園
8872 ⼤⽥区 株式会社シュテルン品川蒲⽥⽀店
8873 ⼤⽥区 林精鋼㈱
8874 ⼤⽥区 東京航空クリーニング株式会社
8875 ⼤⽥区 ⾦沢商店㈱
8876 ⼤⽥区 株式会社サンケンシステム
8877 ⼤⽥区 藤川伝動機株式会社
8878 ⼤⽥区 ユートージャパン株式会社東京営業所
8879 ⼤⽥区 株式会社メタルデゥ
8880 ⼤⽥区 ⽇本エレパーツ株式会社
8881 ⼤⽥区 明治安⽥⽣命保険相互会社品川⽀社蒲⽥営業所
8882 ⼤⽥区 東京トラヤ㈱
8883 ⼤⽥区 ㈱吉⽥組
8884 ⼤⽥区 ㈱ときわ給⾷センター
8885 ⼤⽥区 株式会社⼭元
8886 ⼤⽥区 ㈱三協重機
8887 ⼤⽥区 醍醐総業株式会社
8888 ⼤⽥区 株式会社伸榮産業
8889 ⼤⽥区 リストインターナショナルリアリティ株式会社蒲⽥⽀店
8890 ⼤⽥区 株式会社コマツ製作所総務部
8891 ⼤⽥区 株式会社ＴＫＸ関東営業所
8892 ⼤⽥区 株式会社ハピネスライフあすリハ訪問看護ステーション
8893 ⼤⽥区 福島電気⼯事株式会社
8894 ⼤⽥区 株式会社⽇⾦本社



8895 ⼤⽥区 都南⼯業給⾷協同組合
8896 ⼤⽥区 東邦⾃動⾞株式会社⽻⽥店
8897 ⼤⽥区 三和物産株式会社 東京⽀店
8898 ⼤⽥区 （株）オカノ
8899 ⼤⽥区 牧⽥総合病院
8900 ⼤⽥区 醍醐建設株式会社
8901 ⼤⽥区 村⼭鋼材㈱
8902 ⼤⽥区 帝⼈ヘルスケア株式会社
8903 ⼤⽥区 株式会社サガミ
8904 ⼤⽥区 ホームダスター商事㈱
8905 ⼤⽥区 株式会社コトブキ
8906 ⼤⽥区 ラインファルト⼯業㈱ 東京⽀店
8907 ⼤⽥区 ジオ・サーチ株式会社技術開発センター
8908 ⼤⽥区 ⽇⼯建設株式会社本⽻⽥オフィス
8909 ⼤⽥区 株式会社⾦⼦港湾
8910 ⼤⽥区 株式会社レンタルのニッケン⽻⽥総合ｾﾝﾀｰ・東京⼟⽊営業所
8911 ⼤⽥区 株式会社ミズホ東京営業所
8912 ⼤⽥区 株式会社リペア蒲⽥本店
8913 ⼤⽥区 株式会社⽔上商店
8914 ⼤⽥区 医療法⼈社団双愛会ファミリークリニック蒲⽥
8915 ⼤⽥区 株式会社学校写真東京本社
8916 ⼤⽥区 スターツCAM株式会社
8917 ⼤⽥区 さわやか信⽤⾦庫総務部
8918 ⼤⽥区 株式会社染野製作所東京⽀店
8919 ⼤⽥区 シャフトセンター㈱
8920 ⼤⽥区 有限会社松栄⼯業
8921 ⼤⽥区 株式会社キツタカ本社
8922 ⼤⽥区 ㈱ふそう美術印刷
8923 ⼤⽥区 永和産業㈱
8924 ⼤⽥区 医療法⼈社団永康会蒲⽥駅前クリニック
8925 ⼤⽥区 株式会社⾼橋商店営業直販
8926 ⼤⽥区 ㈲安部⼋建設
8927 ⼤⽥区 三幸機械株式会社
8928 ⼤⽥区 ⼤芝産業株式会社 本社
8929 ⼤⽥区 ㈱オキシロインターナショナル
8930 ⼤⽥区 クラウメド株式会社東京営業所
8931 ⼤⽥区 京央電設㈱
8932 ⼤⽥区 株式会社クラシアン⼤⽥⽀店
8933 ⼤⽥区 株式会社中庭計測量ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
8934 ⼤⽥区 ㈱マコト
8935 ⼤⽥区 ㈱みやざき洗染
8936 ⼤⽥区 ㈱興伸商会
8937 ⼤⽥区 エスケーユニフォーム㈱



8938 ⼤⽥区 永岡電設㈱
8939 ⼤⽥区 デバイス販売テクノ株式会社
8940 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社⼤⽥店
8941 ⼤⽥区 株式会社信越電装
8942 ⼤⽥区 株式会社ウエキコーポレーション
8943 ⼤⽥区 ⽇産部品中央販売株式会社
8944 ⼤⽥区 株式会社丸康
8945 ⼤⽥区 株式会社ＮＴＴ東⽇本‐南関東東京南⽀店⼤⽥サービスセンター
8946 ⼤⽥区 東京電⼒パワーグリッド株式会社⼤⽥事務所
8947 ⼤⽥区 ⽇本ベット製造株式会社
8948 ⼤⽥区 キャノン株式会社
8949 ⼤⽥区 財団法⼈産業保健協会
8950 ⼤⽥区 株式会社カツカネ
8951 ⼤⽥区 （株）関東マツダ⼤⽥店
8952 ⼤⽥区 警視庁池上警察署
8953 ⼤⽥区 （有）秋⼭開発
8954 ⼤⽥区 共同リネンサプライ株式会社
8955 ⼤⽥区 ⽇本体育⼤学 荏原⾼等学校
8956 ⼤⽥区 国精⼯業株式会社多摩川⼯場
8957 ⼤⽥区 株式会社桂川精螺製作所
8958 ⼤⽥区 東京スバル株式会社 ⼤⽥店
8959 ⼤⽥区 セキダイ⼯業株式会社
8960 ⼤⽥区 （株）ヨシケイ東京⼤⽥営業所
8961 ⼤⽥区 株式会社 宇野澤組鐵⼯場
8962 ⼤⽥区 ユシロ化学⼯業株式会社
8963 ⼤⽥区 株式会社スギヤス東京⽀店
8964 ⼤⽥区 東海塗装株式会社
8965 ⼤⽥区 加藤産業株式会社
8966 ⼤⽥区 友⼤建設株式会社
8967 ⼤⽥区 アース電気株式会社
8968 ⼤⽥区 株式会社今泉研磨商会
8969 ⼤⽥区 株式会社ウメタ
8970 ⼤⽥区 株式会社岩崎
8971 ⼤⽥区 トークシステム株式会社
8972 ⼤⽥区 株式会社エーケーディ
8973 ⼤⽥区 株式会社空調保全⼯業城南⽀店
8974 ⼤⽥区 （株）武蔵野フーズ健康宅配事業部城南営業所
8975 ⼤⽥区 株式会社ミシマ
8976 ⼤⽥区 株式会社イシザキ
8977 ⼤⽥区 ホームトラスト株式会社⼤⽥営業所
8978 ⼤⽥区 池上建設株式会社
8979 ⼤⽥区 ⽇本建設興業株式会社
8980 ⼤⽥区 榎本酒類株式会社



8981 ⼤⽥区 株式会社ユニマットライフ
8982 ⼤⽥区 株式会社富⼠薬品品川営業所
8983 ⼤⽥区 調布清掃事務所
8984 ⼤⽥区 東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社東京南サービスポイント
8985 ⼤⽥区 理化⼯業株式会社
8986 ⼤⽥区 株式会社寺岡精⼯
8987 ⼤⽥区 株式会社創建舎
8988 ⼤⽥区 トヨタエルアンドエフ東京株式会社⼤⽥営業所
8989 ⼤⽥区 東京特殊硝⼦株式会社
8990 ⼤⽥区 株式会社双⽴
8991 ⼤⽥区 株式会社ほっとステーションレッツ倶楽部多摩川事業所
8992 ⼤⽥区 社会福祉法⼈ ⼤⽥幸陽会さわやかワークセンター
8993 ⼤⽥区 ステラ（株）
8994 ⼤⽥区 三和シャッター⼯業株式会社
8995 ⼤⽥区 スター楽器株式会社池上店
8996 ⼤⽥区 冨⼠ダイス株式会社
8997 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社池上店
8998 ⼤⽥区 株式会社 オープンハウス・アーキテクト ⼤⽥池上店
8999 ⼤⽥区 株式会社サンノウ興業
9000 ⼤⽥区 ⼩林総業株式会社
9001 ⼤⽥区 藤井電機株式会社 東京⽀店
9002 ⼤⽥区 ⽥野屋酒販株式会社
9003 ⼤⽥区 旭化成住宅建設株式会社建設事業部 建設東京事業所
9004 ⼤⽥区 ⼤迫電気株式会社
9005 ⼤⽥区 株式会社太陽設備
9006 ⼤⽥区 株式会社 ⽟乃家
9007 ⼤⽥区 株式会社花幹
9008 ⼤⽥区 プラメックス株式会社
9009 ⼤⽥区 株式会社三桂製作所
9010 ⼤⽥区 東京給⾷（株）
9011 ⼤⽥区 ⽊⽥⼯業株式会社
9012 ⼤⽥区 （株）レンテックス東部事業部
9013 ⼤⽥区 フルテック株式会社
9014 ⼤⽥区 ⽇本道路株式会社城南営業所
9015 ⼤⽥区 株式会社ウエノ ⽮⼝⽀店
9016 ⼤⽥区 東京電設サービス株式会社多摩川事業所
9017 ⼤⽥区 株式会社 ⼩泉中央
9018 ⼤⽥区 宝栄⼯業株式会社
9019 ⼤⽥区 株式会社花満
9020 ⼤⽥区 岩代⼯業株式会社（本社）
9021 ⼤⽥区 環境緑化（株）
9022 ⼤⽥区 サンセルモ ⽟泉院 千⿃会館
9023 ⼤⽥区 株式会社ベン



9024 ⼤⽥区 株式会社スズキ⾃販東京⼤⽥営業所
9025 ⼤⽥区 ㈱ジーエス・ユアサフィールディングス
9026 ⼤⽥区 株式会社中島カッター興業
9027 ⼤⽥区 （株）丸菱
9028 ⼤⽥区 株式会社 葵⼯業
9029 ⼤⽥区 稲垣機材株式会社京浜営業所
9030 ⼤⽥区 東京消防庁⽮⼝消防署
9031 ⼤⽥区 桂川電機株式会社
9032 ⼤⽥区 サンエス機⼯株式会社
9033 ⼤⽥区 株式会社稲葉製作所
9034 ⼤⽥区 鈴⽊⾃動⾞株式会社太⽥サービスセンター
9035 ⼤⽥区 有限会社ヤマモト容器
9036 ⼤⽥区 東京キリンビバレッジサービス（株）⼤⽥営業所
9037 ⼤⽥区 ⼤⽥区蒲⽥清掃事務所
9038 ⼤⽥区 ビバ⼯芸株式会社
9039 ⼤⽥区 デコラテックジャパン株式会社
9040 ⼤⽥区 ミドリ安全株式会社城南⽀店
9041 ⼤⽥区 株式会社⼩⼭商会
9042 ⼤⽥区 いすゞ⾃動⾞⾸都圏株式会社⼤⽥⼯場
9043 ⼤⽥区 株式会社ロジクエスト久が原デポ
9044 ⼤⽥区 株式会社辻井商会
9045 ⼤⽥区 北友⼯業有限会社
9046 ⼤⽥区 岩代⼯業（株）
9047 ⼤⽥区 医療法⼈社団松井病院
9048 ⼤⽥区 京都機械⼯具株式会社東京⽀店
9049 ⼤⽥区 CROOZ EC Partners株式会社
9050 ⼤⽥区 松下⼟建株式会社
9051 ⼤⽥区 医療法⼈ 社団松和会池上総合病院
9052 ⼤⽥区 丸康建設株式会社
9053 ⼤⽥区 株式会社三機商会
9054 ⼤⽥区 コンバム株式会社
9055 ⼤⽥区 ⽇本オートマチックマシン株式会社
9056 ⼤⽥区 菱熱サービス株式会社
9057 ⼤⽥区 株式会社ヤマモトテック
9058 ⼤⽥区 株式会社 創真設備ｻｰﾋﾞｽ
9059 ⼤⽥区 株式会社エバーライト東京⽀店
9060 ⼤⽥区 有限会社⼤⾕⾃動⾞修理⼯場
9061 ⼤⽥区 株式会社⽇本ニュースサービス
9062 ⼤⽥区 有限会社 Ｏ＆Ｓ
9063 ⼤⽥区 株式会社⽟⼦屋
9064 ⼤⽥区 株式会社 光電製作所
9065 ⼤⽥区 井上通商株式会社
9066 ⼤⽥区 （株）キッズベースキャンプ下丸⼦



9067 ⼤⽥区 株式会社ティー・エー・ディー
9068 ⼤⽥区 株式会社 ツクイ⼤⽥久が原営業所
9069 ⼤⽥区 東京中央農業協同組合⾺込⽀店
9070 ⼤⽥区 株式会社リコー
9071 ⼤⽥区 ベストリハ株式会社⼭王店
9072 ⼤⽥区 トラスコ中⼭株式会社
9073 ⼤⽥区 ⼤建ディーゼル株式会社
9074 ⼤⽥区 有限会社 新和舗道
9075 ⼤⽥区 めぐみ幼稚園
9076 ⼤⽥区 昭南⼯営株式会社
9077 ⼤⽥区 株式会社ツクイ⼤⽥中⾺込営業所
9078 ⼤⽥区 株式会社⻄商店
9079 ⼤⽥区 CIPSアドバンス株式会社
9080 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス池上
9081 ⼤⽥区 社会福祉法⼈徳⼼会総合福祉施設いずみえん
9082 ⼤⽥区 株式会社丸⼤フード東⽇本東京南営業所
9083 ⼤⽥区 菱熱⼯業株式会社
9084 ⼤⽥区 ハピネスデンキ株式会社
9085 ⼤⽥区 株式会社AKI・コーポレーション
9086 ⼤⽥区 株式会社 仁済福祉⽤具貸与事業所
9087 ⼤⽥区 ⽇本道路株式会社 技術研究所
9088 ⼤⽥区 株式会社東京ウエルズ
9089 ⼤⽥区 ⼤野ベロー⼯業株式会社
9090 ⼤⽥区 学校法⼈なかよし学園⾺込なかよし幼稚園
9091 ⼤⽥区 株式会社カンドー
9092 ⼤⽥区 ヤマト電機株式会社太⽥営業所
9093 ⼤⽥区 株式会社 髙岡
9094 ⼤⽥区 篠⽥商事株式会社
9095 ⼤⽥区 有限会社 装修
9096 ⼤⽥区 株式会社ホーク・ワン城南営業所
9097 ⼤⽥区 株式会社ケット科学研究所
9098 ⼤⽥区 ⽇本ユニテック株式会社
9099 ⼤⽥区 ⼩川建設株式会社
9100 ⼤⽥区 株式会社⼆徳商店
9101 ⼤⽥区 ダンロップタイヤ中央株式会社
9102 ⼤⽥区 株式会社プレコエムユニット南東京センター
9103 ⼤⽥区 ⼤正建機株式会社
9104 ⼤⽥区 株式会社⿑藤⽊⼯所
9105 ⼤⽥区 株式会社東急スポーツオアシス多摩川
9106 ⼤⽥区 医療法⼈社団松英会
9107 ⼤⽥区 H&A株式会社久が原店
9108 ⼤⽥区 アオイネオン株式会社
9109 ⼤⽥区 株式会社アロハモータース



9110 ⼤⽥区 北信⼟建株式会社東京⽀店
9111 ⼤⽥区 ⽇本物理探鑛株式会社関東⽀店
9112 ⼤⽥区 ダイヤ精機株式会社
9113 ⼤⽥区 株式会社ユタカ
9114 ⼤⽥区 シーティーエス株式会社
9115 ⼤⽥区 有限会社 たまがわミルク
9116 ⼤⽥区 株式会社スズキ⾃販東京アリーナ⾺込
9117 ⼤⽥区 平岩塗装（株）
9118 ⼤⽥区 ペッツファースト株式会社
9119 ⼤⽥区 株式会社アメリカンボウリングサービス
9120 ⼤⽥区 有限会社 今井造園
9121 ⼤⽥区 有限会社丸橋設備⼯業
9122 ⼤⽥区 医療法⼈社団 ⾄⾼会たかせクリニック
9123 ⼤⽥区 株式会社ミロク
9124 ⼤⽥区 医療法⼈社団メドビュー
9125 ⼤⽥区 ⽇産東京販売株式会社⼤⽥店
9126 ⼤⽥区 ブリヂストン・タイヤジャパン株式会社 ⼤⽥営業所
9127 ⼤⽥区 株式会社星⼯業所
9128 ⼤⽥区 合資内⽥商店
9129 ⼤⽥区 三ツ和⼯業株式会社
9130 ⼤⽥区 ダックス株式会社
9131 ⼤⽥区 ⽊武建設株式会社
9132 ⼤⽥区 ⼀般社団法⼈ ⽇本⾃動⾞連盟東京⽀部
9133 ⼤⽥区 ⼯藤建設㈱フローレンスケアホーム千⿃町
9134 ⼤⽥区 ユニオンサービス株式会社
9135 ⼤⽥区 株式会社アメリコ
9136 ⼤⽥区 ⽔ｉｎｇＡＭ株式会社
9137 ⼤⽥区 株式会社グート
9138 ⼤⽥区 イチビキ株式会社関東⽀店
9139 ⼤⽥区 株式会社⿃⽻洋⾏東京南営業所
9140 ⼤⽥区 多賀電気株式会社
9141 ⼤⽥区 株式会社 敬洋
9142 ⼤⽥区 株式会社⽇昭⾃動⾞
9143 ⼤⽥区 株式会社利⼯業
9144 ⼤⽥区 トキワ設備⼯業株式会社
9145 ⼤⽥区 マーポス株式会社東⽇本営業部
9146 ⼤⽥区 株式会社協⽴コンサルタンツ
9147 ⼤⽥区 ⼤⽥区⽴特別養護⽼⼈ホームたまがわ
9148 ⼤⽥区 丸⼦幼稚園
9149 ⼤⽥区 ⼀建設株式会社
9150 ⼤⽥区 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社久が原店
9151 ⼤⽥区 カセイ⾷品株式会社
9152 ⼤⽥区 株式会社レクト



9153 ⼤⽥区 寺岡オート・ドアシステム株式会社
9154 ⼤⽥区 寺岡オート・ドアシステム株式会社
9155 ⼤⽥区 南武建設株式会社
9156 ⼤⽥区 エスティーアール株式会社
9157 ⼤⽥区 株式会社酒井製作所
9158 ⼤⽥区 ⼤肯精密株式会社
9159 ⼤⽥区 明和ゴム⼯業株式会社
9160 ⼤⽥区 荏原印刷株式会社
9161 ⼤⽥区 学校法⼈丹尾学園 南蒲幼稚園
9162 ⼤⽥区 株式会社アールエフ⾸都圏統括店
9163 ⼤⽥区 株式会社ホンダカーズ東京中央池上南店
9164 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社⾺込環七通り店
9165 ⼤⽥区 トヨタモビリティ東京株式会社⾺込第⼆京浜店
9166 ⼤⽥区 株式会社ヤマダコーポレーション
9167 ⼤⽥区 社会福祉法⼈ ⽩陽会
9168 ⼤⽥区 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨﾊﾟｰﾂ㈱東京・⼭梨統括⽀社 城南営業所
9169 ⼤⽥区 株式会社テクノ・ニットー
9170 ⼤⽥区 ⽇産プリンス東京販売株式会社池上店
9171 ⼤⽥区 ユケン⼯業株式会社東京営業所
9172 ⼤⽥区 株式会社⿃⽻洋⾏
9173 ⼤⽥区 ⽣活協同組合コープとうきょう池上センター
9174 ⼤⽥区 株式会社 ハートメディカルケアシルバーはあと多摩川
9175 ⼤⽥区 合資会社豊⽥⼋郎商店
9176 ⼤⽥区 株式会社⽩洋舎 東京⽀店
9177 ⼤⽥区 冨永重機株式会社
9178 ⼤⽥区 株式会社イハラ
9179 ⼤⽥区 株式会社北林組
9180 ⼤⽥区 島⽥電機株式会社
9181 ⼤⽥区 森⽥砂利株式会社
9182 ⼤⽥区 株式会社伊藤組
9183 ⼤⽥区 共栄研磨材株式会社
9184 ⼤⽥区 株式会社タンケンシールセーコウ
9185 ⼤⽥区 株式会社エルコム
9186 ⼤⽥区 株式会社菱興社
9187 ⼤⽥区 （株）棚澤⼋光社 東京⽀店
9188 ⼤⽥区 ⼩⾦澤硝⼦株式会社
9189 ⼤⽥区 ⽇本郵便株式会社千⿃郵便局
9190 ⼤⽥区 株式会社 防災サービスセンター
9191 ⼤⽥区 株式会社杉本建設
9192 ⼤⽥区 株式会社⽊村⼯業
9193 ⼤⽥区 株式会社⼤電⼯
9194 ⼤⽥区 創成⼯業株式会社
9195 ⼤⽥区 株式会社久が原スポーツクラブ



9196 ⼤⽥区 株式会社ケイアイピー
9197 ⼤⽥区 有限会社千葉⼯業 ⼤⽥営業所
9198 ⼤⽥区 ⽔野⼯業株式会社
9199 ⼤⽥区 株式会社新家⼯業
9200 ⼤⽥区 和栗⼯業株式会社
9201 ⼤⽥区 マイナミ空港サービス（株）
9202 ⼤⽥区 （株）ティエフケー⽻⽥⽀店
9203 ⼤⽥区 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
9204 ⼤⽥区 国⼟交通省東京航空局東京空港事務所
9205 ⼤⽥区 （株）ＪＡＬエアテック
9206 ⼤⽥区 株式会社 ＫＳＰ ＥＡＳＴ⽻⽥⽀社
9207 ⼤⽥区 ⽇本航空株式会社 東京空港⽀店
9208 ⼤⽥区 株式会社 ⽇本空港コンサルタンツ
9209 ⼤⽥区 三愛オブリ（株）⽻⽥⽀社
9210 ⼤⽥区 ㈱バイタルネット 東京⽀店⽻⽥出張所
9211 ⼤⽥区 ＡＮＡエアポートサービス㈱
9212 ⼤⽥区 株式会社ＪＡＬインフォテック
9213 ⼤⽥区 ㈱太陽機械製作所
9214 ⼤⽥区 全⽇本空輸（株）東京空港⽀店
9215 ⼤⽥区 中央⼯営（株）
9216 ⼤⽥区 株式会社 セノン⽻⽥⽀社
9217 ⼤⽥区 東京空港警察署
9218 ⼤⽥区 国⼟交通省関東地⽅整備局東京空港整備事務所
9219 ⼤⽥区 ⾸都⾼メンテナンス⻄東京株式会
9220 ⼤⽥区 全⽇空モーターサービス（株）
9221 ⼤⽥区 ⽇本ハイウエイサービス（株）
9222 ⼤⽥区 全⽇本空輸（株）整備センター機体事業室ライン整備部
9223 ⼤⽥区 株式会社グラテック
9224 ⼤⽥区 ⽇本空港ビルデング（株）
9225 ⼤⽥区 奥⽻建設⼯業（株）
9226 ⼤⽥区 (株)ＪＡＬグランドサービス
9227 ⼤⽥区 全⽇本空輸㈱整備センター整備業務部
9228 ⼤⽥区 東京消防庁蒲⽥消防署 空港分署
9229 ⼤⽥区 （株）エージーピー⽻⽥⽀社
9230 ⼤⽥区 ＪＡＬロイヤルケータリング㈱
9231 ⼤⽥区 第三管区海上保安本部⽻⽥航空基地
9232 ⼤⽥区 （株）ＪＡＬファシリティーズ
9233 ⼤⽥区 望⽉⼯業株式会社
9234 ⼤⽥区 （株）⽇本空港ロジテム
9235 ⼤⽥区 富⼠興業（株）
9236 ⼤⽥区 （株）ティーマック
9237 ⼤⽥区 ⾸都⾼パトロール株式会社
9238 ⼤⽥区 ⾸都⾼パトロール㈱ 交通取締部



9239 ⼤⽥区 （株）ＡＮＡケータリングサービス
9240 ⼤⽥区 ＡＮＡエアロサプライシステム（株）
9241 ⼤⽥区 空港施設（株）
9242 ⼤⽥区 全⽇本空輸（株）整備センタードック整備部
9243 ⼤⽥区 株式会社ＪＡＬエンジニアリング
9244 ⼤⽥区 ＡＮＡスカイビルサービス（株）
9245 ⼤⽥区 スカイマーク（株）
9246 ⼤⽥区 スイスポートジャパン ㈱
9247 ⼤⽥区 三菱重⼯交通機器エンジニアリング㈱
9248 ⼤⽥区 三井住建道路（株）関東⽀店⽻⽥維持作業所
9249 ⼤⽥区 ⾸都⾼電気メンテナンス株式会社
9250 ⼤⽥区 ㈱アサイ
9251 ⼤⽥区 ⽇本橋梁⼯業（株）
9252 ⼤⽥区 （株）ＪＡＬメンテナンスサービス
9253 ⼤⽥区 ⽇本空港テクノ株式会社
9254 ⼤⽥区 （⼀財）港湾空港総合技術センター ⽻⽥空港⽀部
9255 ⼤⽥区 アクアテクノサービス（株）
9256 ⼤⽥区 ＡＮＡベースメンテナンステクニクス株式会社
9257 ⼤⽥区 株式会社ENEOSｽｶｲｻｰﾋﾞｽ⽻⽥事業所
9258 ⼤⽥区 東京国際エアカーゴターミナル株式会社
9259 ⼤⽥区 古河電気⼯業㈱
9260 ⼤⽥区 ⽻⽥タートルサービス（株）⽻⽥空港事業所
9261 ⼤⽥区 ジャパン・エアポート・グランドハンドリング株式会社
9262 ⼤⽥区 エヌテーアクアツインズ（株）
9263 ⼤⽥区 東芝プラントシステム㈱⽻⽥空港作業所
9264 ⼤⽥区 株式会社Ｋグランドサービス東京⽀店
9265 ⼤⽥区 ANAスカイビルサービス㈱ 航空整備施設事業部 ⽻⽥機体施設課
9266 ⼤⽥区 五洋建設㈱ 東京⼟⽊⽀店東京空港⼯事事務所
9267 ⼤⽥区 東京税関⽻⽥税関⽀署
9268 ⼤⽥区 ⼤成建設㈱
9269 ⼤⽥区 株式会社ソラシドエア 整備部
9270 ⼤⽥区 Ｉ−ＳＥＣ Ｊａｐａｎ株式会社⽻⽥事業所
9271 ⼤⽥区 株式会社ソラシドエアソラシドオペレーションセンター
9272 ⼤⽥区 株式会社シンプティア⽻⽥事務所
9273 ⼤⽥区 株式会社ソラシドエア 運営本部エアポートマネジメント部東京空
9274 ⼤⽥区 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾙﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ株式会社
9275 ⼤⽥区 株式会社 AIRDO
9276 ⼤⽥区 株式会社 ANAｹｰﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ国内線オペレーション部
9277 ⼤⽥区 若築・あおみ特定建設⼯事共同企業体
9278 ⼤⽥区 株式会社ANA Cargo
9279 ⼤⽥区 東京税関監視部 ⿇薬探知⽝訓練センター室⽻⽥事務所
9280 ⼤⽥区 多摩川エアロシステムズ株式会社
9281 世⽥⾕区 警視庁（他4） 



9286 世⽥⾕区 城南代⾏サービス
9287 世⽥⾕区 アクジヴ運転代⾏東京
9288 世⽥⾕区 株式会社マルタケ⻄部営業所
9289 世⽥⾕区 学校法⼈ ⻘葉学園
9290 世⽥⾕区 ⼤塚製薬（株）東京⽀店世⽥⾕出張所
9291 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社世⽥⾕桜丘店
9292 世⽥⾕区 ⽇興通信株式会社
9293 世⽥⾕区 株式会社 幸⼯務店
9294 世⽥⾕区 東京⽔道株式会社東京都⽔道局世⽥⾕営業所
9295 世⽥⾕区 ⽇産東京販売株式会社上⾺店
9296 世⽥⾕区 内外テック株式会社東京営業所
9297 世⽥⾕区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏世⽥⾕⽀店
9298 世⽥⾕区 株式会社グリーンシェルター東京⽀社
9299 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社若林淡島通り店
9300 世⽥⾕区 東京消防庁 世⽥⾕消防署
9301 世⽥⾕区 マルマテクニカ（株）
9302 世⽥⾕区 タニコー（株）東京営業所
9303 世⽥⾕区 陸上⾃衛隊衛⽣学校
9304 世⽥⾕区 世⽥⾕区世⽥⾕清掃事務所
9305 世⽥⾕区 警視庁世⽥⾕警察署
9306 世⽥⾕区 ⾃衛隊中央病院
9307 世⽥⾕区 ダイドービバレッジサービス株式会社東京第⼆営業所
9308 世⽥⾕区 トヨタモビリティー東京株式会社若林世⽥⾕通り店
9309 世⽥⾕区 東京都下⽔道サービス株式会社世⽥⾕事業所
9310 世⽥⾕区 （株）三建
9311 世⽥⾕区 株式会社 富⼠⾢
9312 世⽥⾕区 株式会社ローソン加盟店⽀援本部南関東エリアサポート部
9313 世⽥⾕区 株式会社 佐藤渡辺世⽥⾕営業所
9314 世⽥⾕区 世⽥⾕区役所財務部経理課⾞両係
9315 世⽥⾕区 （株）⽩洋舎 若林営業所
9316 世⽥⾕区 株式会社 松蔭会館
9317 世⽥⾕区 株式会社ＯＳＧｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ世⽥⾕営業所
9318 世⽥⾕区 東和薬品（株）世⽥⾕営業所
9319 世⽥⾕区 株式会社⼤塚商会世⽥⾕⽀店
9320 世⽥⾕区 世⽥⾕信⽤⾦庫
9321 世⽥⾕区 東京スバル（株）世⽥⾕店
9322 世⽥⾕区 （株）篠崎⼯務店
9323 世⽥⾕区 陸上⾃衛隊開発実験団部隊医学実験隊
9324 世⽥⾕区 ⼩野建設（株）
9325 世⽥⾕区 （株）⼩林⾃動⾞修理⼯場
9326 世⽥⾕区 ダイキンエアテクノ株式会社
9327 世⽥⾕区 株式会社 磯辺⼯務店
9328 世⽥⾕区 ＤＵＯ東京株式会社ＶｏｌＫｓＷａｇｅｎ東京世⽥⾕



9329 世⽥⾕区 学校法⼈シモゾノ学園国際動物専⾨学校
9330 世⽥⾕区 株式会社バイタルネット東京⽀店
9331 世⽥⾕区 （株）五成建業
9332 世⽥⾕区 東⽇興産 株式会社
9333 世⽥⾕区 （有）シンメイ設備
9334 世⽥⾕区 東京都⽔道局南部⽀所
9335 世⽥⾕区 株式会社スミス
9336 世⽥⾕区 フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社成城⽀店
9337 世⽥⾕区 （株）ティ・エヌ・ケイ
9338 世⽥⾕区 株式会社ＯＳＧコーポレーション
9339 世⽥⾕区 （株）ナカモト
9340 世⽥⾕区 エー・エム・プロダクツ株式会社
9341 世⽥⾕区 岡本無線電機（株）東京営業所
9342 世⽥⾕区 株式会社三井住友銀⾏世⽥⾕⽀店
9343 世⽥⾕区 株式会社ソルテクノス
9344 世⽥⾕区 チェッカーモータース株式会社アルファロメオフィアット世⽥⾕
9345 世⽥⾕区 宗⼯業株式会社
9346 世⽥⾕区 （株）エクセレンスインターナショナルポルシェセンター世⽥⾕
9347 世⽥⾕区 株式会社 儘⽥組
9348 世⽥⾕区 太平建設（株）
9349 世⽥⾕区 駒沢電業株式会社
9350 世⽥⾕区 フジパスク（株）
9351 世⽥⾕区 東京スバル株式会社環七野沢店
9352 世⽥⾕区 株式会社 サンリツ東京第⼆営業所
9353 世⽥⾕区 東急プロパティマネジメント㈱
9354 世⽥⾕区 （株）ユニマットライフ渋⾕営業所
9355 世⽥⾕区 株式会社佐藤渡辺南⻄営業所
9356 世⽥⾕区 株式会社ヤマシタ世⽥⾕営業所
9357 世⽥⾕区 ⼤和冷機⼯業株式会社世⽥⾕⻄営業所
9358 世⽥⾕区 株式会社⾦冠堂
9359 世⽥⾕区 三菱システムサービス（株）世⽥⾕サービスステーション
9360 世⽥⾕区 株式会社シノダ世⽥⾕店
9361 世⽥⾕区 旭電業株式会社
9362 世⽥⾕区 （株）川端建材店
9363 世⽥⾕区 ⽇産プリンス東京販売（株）駒沢店
9364 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス若林
9365 世⽥⾕区 株式会社やさしい⼿
9366 世⽥⾕区 トーコービルシステム株式会社
9367 世⽥⾕区 ダイキン⼯業（株）世⽥⾕サービスステーション
9368 世⽥⾕区 キャノンシステムアンドサポート株式会社
9369 世⽥⾕区 ⽇産東京販売（株）世⽥⾕店
9370 世⽥⾕区 東京⽇産⾃動⾞販売株式会社太⼦堂店
9371 世⽥⾕区 社会福祉法⼈和光会三軒茶屋わこう保育園



9372 世⽥⾕区 株式会社ＷＩＴＨフローリング
9373 世⽥⾕区 柏都電機⼯業（株）
9374 世⽥⾕区 ナカソネ住設（株）駒沢店
9375 世⽥⾕区 ⼤⾼電設（株）
9376 世⽥⾕区 東京エレク総業株式会社
9377 世⽥⾕区 ㈱トライストーン・エンタテイメント
9378 世⽥⾕区 東京消防庁世⽥⾕消防署三宿出張所
9379 世⽥⾕区 三菱電機システムサービス東京商品⽀社
9380 世⽥⾕区 株式会社クラシアン世⽥⾕営業所
9381 世⽥⾕区 （株）協進印刷
9382 世⽥⾕区 株式会社⽔機テクノス
9383 世⽥⾕区 株式会社ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱ東京ｶﾝﾊﾟﾆｰﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｾﾝﾀｰ
9384 世⽥⾕区 株式会社みずほ銀⾏世⽥⾕法⼈部
9385 世⽥⾕区 有限会社⼩野プロジェクト
9386 世⽥⾕区 ユニマットキャラバン株式会社東京営業所
9387 世⽥⾕区 ⼤信⼯業（株）
9388 世⽥⾕区 神興建設株式会社
9389 世⽥⾕区 株式会社ヤマキヤ
9390 世⽥⾕区 キコーテック株式会社
9391 世⽥⾕区 キッズベースキャンプ三軒茶屋
9392 世⽥⾕区 ⻑⾕川体育施設株式会社関東⽀店
9393 世⽥⾕区 ⾼橋建材（株）
9394 世⽥⾕区 （株）野沢園
9395 世⽥⾕区 ⽔道機⼯株式会社世⽥⾕事業所
9396 世⽥⾕区 中央冷熱⼯業（株）
9397 世⽥⾕区 株式会社をくだ屋技研東京⽀店
9398 世⽥⾕区 （株）松美産業
9399 世⽥⾕区 （株）東京メガネ
9400 世⽥⾕区 シリコンテクノロジー株式会社
9401 世⽥⾕区 福⼭精機株式会社
9402 世⽥⾕区 ⽇本トリート（株）上⾺営業所
9403 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社上⾺店
9404 世⽥⾕区 通信設備株式会社東京⽀店
9405 世⽥⾕区 東洋⽻⽑⾸都圏販売（株）南東京営業所
9406 世⽥⾕区 ⽇本施設（株）
9407 世⽥⾕区 東京ジーワイ株式会社
9408 世⽥⾕区 フランスベッド株式会社メディカル世⽥⾕営業所
9409 世⽥⾕区 株式会社 シケン世⽥⾕営業所
9410 世⽥⾕区 東急セキュリティー株式会社
9411 世⽥⾕区 株式会社ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京ｵｰﾄ⽀店世⽥⾕営業ｾﾝﾀｰ
9412 世⽥⾕区 株式会社ハウスメイトワークス世⽥⾕ベース
9413 世⽥⾕区 株式会社ニッセイ
9414 世⽥⾕区 株式会社⽮野⼝⾃動⾞



9415 世⽥⾕区 株式会社オープンハウス・アーキテクト
9416 世⽥⾕区 株式会社 世⽥給
9417 世⽥⾕区 株式会社 快適空間
9418 世⽥⾕区 （株）辻⾦
9419 世⽥⾕区 ㈱Ｈｏｎｄａ Ｃａｒ東京中央野沢店
9420 世⽥⾕区 イエローハット 世⽥⾕若林店
9421 世⽥⾕区 国⼠舘中学校・⾼等学校
9422 世⽥⾕区 ⼀般財団法⼈ 平和協会駒沢診療所
9423 世⽥⾕区 株式会社フォーサイズ
9424 世⽥⾕区 防衛装備庁次世代装備研究所
9425 世⽥⾕区 株式会社 明和住販流通センター
9426 世⽥⾕区 北都⼯業（株）
9427 世⽥⾕区 株式会社ヤナセ東京千葉営業本部世⽥⾕⽀店
9428 世⽥⾕区 東京燃料林産（株）中央⽀店
9429 世⽥⾕区 三昌⼯業（株）
9430 世⽥⾕区 ⽇本環境衛⽣⼯業（株）
9431 世⽥⾕区 （株）住機城南営業所
9432 世⽥⾕区 ベストケアデイサービスセンター桜新町
9433 世⽥⾕区 世⽥⾕区役所世⽥⾕総合⽀所
9434 世⽥⾕区 武藤⼯業株式会社
9435 世⽥⾕区 （株）東洋社
9436 世⽥⾕区 株式会社キタミ
9437 世⽥⾕区 中央労働⾦庫世⽥⾕⽀店
9438 世⽥⾕区 城南信⽤⾦庫 駒沢⽀店
9439 世⽥⾕区 （株）林⼯務所
9440 世⽥⾕区 （株）世⽥⾕サービス公社
9441 世⽥⾕区 ⽇鋪建設（株）
9442 世⽥⾕区 三井住友信託銀⾏株式会社三軒茶屋⽀店
9443 世⽥⾕区 学校法⼈ 東京農業⼤学
9444 世⽥⾕区 ⽣活協同組合パルシステム東京池尻センター
9445 世⽥⾕区 根岸造園⼟⽊（株）
9446 世⽥⾕区 陸上⾃衛隊三宿駐屯地対特殊武器衛⽣隊 第１０２
9447 世⽥⾕区 陸上⾃衛隊三宿駐屯地対特殊武器衛⽣隊 本部付
9448 世⽥⾕区 ⽇本郵便株式会社世⽥⾕郵便局
9449 世⽥⾕区 陸上⾃衛隊三宿駐屯地対特殊武器衛⽣隊 第１０１
9450 世⽥⾕区 （株）飯⽥管⼯
9451 世⽥⾕区 （株）スズキ⾃販東京三軒茶屋営業所
9452 世⽥⾕区 国⼟情報開発（株）
9453 世⽥⾕区 （株）菱⽥住宅相談所
9454 世⽥⾕区 （株）さつま屋商店
9455 世⽥⾕区 （株）ユニテック
9456 世⽥⾕区 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 世⽥⾕⽀社
9457 世⽥⾕区 清⽔産業（株）



9458 世⽥⾕区 陸上⾃衛隊衛⽣教導隊
9459 世⽥⾕区 共⽴タイル（株）
9460 世⽥⾕区 株式会社 関電⼯ 東京⽀店世⽥⾕⽀社
9461 世⽥⾕区 創和⼯業株式会社
9462 世⽥⾕区 株式会社フルショウ
9463 世⽥⾕区 ⼤東建託パートナーズ株式会社
9464 世⽥⾕区 住友林業ホームサービス株式会社
9465 世⽥⾕区 ⽇産東京販売株式会社ルノー世⽥⾕
9466 世⽥⾕区 株式会社ＰＲＥＳＴＩＧＥ
9467 世⽥⾕区 ⻑⾕川設備⼯業株式会社
9468 世⽥⾕区 株式会社関電⼯ 通信インフラ⼯事センター 世⽥⾕事務所
9469 世⽥⾕区 株式会社芝鉄
9470 世⽥⾕区 全国重症⼼⾝障害児(者)を守る会
9471 世⽥⾕区 株式会社カクヤスなんでも酒や桜丘DS
9472 世⽥⾕区 東邦薬品株式会社 代沢事業所（渋⾕⽬⿊営業所）
9473 世⽥⾕区 株式会社 雄伸
9474 世⽥⾕区 翌檜建設（株）
9475 世⽥⾕区 東和ライティング（株）
9476 世⽥⾕区 警視庁北沢警察署
9477 世⽥⾕区 株式会社 ジェイコム東京世⽥⾕局
9478 世⽥⾕区 ⼩杉造園（株）
9479 世⽥⾕区 ⽔落建材株式会社
9480 世⽥⾕区 永和商事株式会社
9481 世⽥⾕区 （株）東栄住宅世⽥⾕⽀店
9482 世⽥⾕区 （株）エイワ
9483 世⽥⾕区 株式会社 花弘
9484 世⽥⾕区 株式会社 ニッソウ
9485 世⽥⾕区 株式会社アディック
9486 世⽥⾕区 共同通信電設（株）
9487 世⽥⾕区 ⽇建リース⼯業株式会社ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰｼｮｯﾌﾟ世⽥⾕
9488 世⽥⾕区 株式会社キャメル珈琲
9489 世⽥⾕区 パナソニックエイジ・フリーサービス株式会社
9490 世⽥⾕区 社会福祉法⼈正吉福祉会世⽥⾕区⽴きたざわ苑
9491 世⽥⾕区 （株）上保造園
9492 世⽥⾕区 （株）セガワ
9493 世⽥⾕区 ⽇本郵便株式会社 千歳郵便局第⼀集配営業部
9494 世⽥⾕区 ⽔島⽶穀株式会社
9495 世⽥⾕区 テイケイ株式会社下北沢⽀社
9496 世⽥⾕区 ⼩野商事（株）
9497 世⽥⾕区 株式会社健ハウジング
9498 世⽥⾕区 ⾮営利活動法⼈ワーカーズコープにこにこみやさか
9499 世⽥⾕区 ⼩熊建設株式会社
9500 世⽥⾕区 東京消防庁世⽥⾕消防署松原出張所



9501 世⽥⾕区 株式会社ハートライフ南関東営業所
9502 世⽥⾕区 株式会社 総合舞台
9503 世⽥⾕区 （株）⼩野電業社
9504 世⽥⾕区 トシン電機株式会社世⽥⾕営業所
9505 世⽥⾕区 （株）ジャクエツ東京中央店
9506 世⽥⾕区 鈴和電設（株）
9507 世⽥⾕区 ⽇産東京販売（株）環七世⽥⾕店
9508 世⽥⾕区 丸松物産（株）
9509 世⽥⾕区 株式会社ラビット・カーネットワーク 世⽥⾕代⽥店
9510 世⽥⾕区 株式会社ファイヴェーカンパニー
9511 世⽥⾕区 東京ガスリックリビング株式会社営業設備部
9512 世⽥⾕区 （株）電⻁社
9513 世⽥⾕区 ⾼野建設（株）
9514 世⽥⾕区 ⼩泉機器⼯業（株）
9515 世⽥⾕区 ⼆葉測量設計（株）
9516 世⽥⾕区 （株）伊藤設備⼯業
9517 世⽥⾕区 三東電気⼯事（株）
9518 世⽥⾕区 株式会社スズケン 世⽥⾕事業所
9519 世⽥⾕区 鈴⽊鈑⾦⼯業（株）
9520 世⽥⾕区 医療法⼈社団康⽣会シーエスケー・クリニック
9521 世⽥⾕区 東光建設（株）
9522 世⽥⾕区 （株）エガワ
9523 世⽥⾕区 （株）⾦剛測量製図器械店
9524 世⽥⾕区 （株）蛭⽥植物園
9525 世⽥⾕区 （株）東電通信
9526 世⽥⾕区 （有）サウサリ−ト・デリバリ−サ−ビス
9527 世⽥⾕区 綜合警備保障株式会社経堂営業所
9528 世⽥⾕区 ⽴⽯建設株式会社
9529 世⽥⾕区 （株）九⼗九サービス
9530 世⽥⾕区 ⽟川繊維販売（株）
9531 世⽥⾕区 （株）⽟川繊維⼯業所
9532 世⽥⾕区 パナソニックホームズ株式会社東京⽀社
9533 世⽥⾕区 （株）タカムラ
9534 世⽥⾕区 ⽇本郵便株式会社 千歳郵便局第⼆集配営業部
9535 世⽥⾕区 （株）⽇野
9536 世⽥⾕区 （株）ウエハラ
9537 世⽥⾕区 （有）印材舎
9538 世⽥⾕区 学校法⼈松陰学園
9539 世⽥⾕区 城南商事（有）
9540 世⽥⾕区 （株）ナカス
9541 世⽥⾕区 ⽇本郵便株式会社 千歳郵便局第三集配営業部
9542 世⽥⾕区 緑進造園（株）
9543 世⽥⾕区 公認宗教法⼈常徳幼稚園



9544 世⽥⾕区 銀座化成産業（株）
9545 世⽥⾕区 （株）ニッセイ建設
9546 世⽥⾕区 （株）⽇本フラックス
9547 世⽥⾕区 三栄造園（株）
9548 世⽥⾕区 （株）マルコシ世⽥⾕
9549 世⽥⾕区 （株）拓殖商事
9550 世⽥⾕区 北建⼯業株式会社
9551 世⽥⾕区 世⽥⾕区北沢総合⽀所
9552 世⽥⾕区 パナソニックリフォーム株式会社東京⽀社
9553 世⽥⾕区 梅丘⾼齢者在宅サービスセンターまごころ倶楽部梅丘
9554 世⽥⾕区 株式会社ネグジット総研
9555 世⽥⾕区 ⼤成無線株式会社
9556 世⽥⾕区 株式会社オオゼキ
9557 世⽥⾕区 ホームトレードセンター株式会社 世⽥⾕営業所
9558 世⽥⾕区 温調技研株式会社
9559 世⽥⾕区 新明電材株式会社
9560 世⽥⾕区 東京リハビリテーションセンター
9561 世⽥⾕区 警視庁⽟川警察署
9562 世⽥⾕区 東京消防庁⽟川消防署
9563 世⽥⾕区 ㈱オープンハウス・アーキテクト桜新町店
9564 世⽥⾕区 陸上⾃衛隊関東補給処⽤賀⽀処
9565 世⽥⾕区 世界平和統⼀家庭連合光の⼦園
9566 世⽥⾕区 株式会社コヤマドライビングスクール⼆⼦⽟川
9567 世⽥⾕区 セントケア東京株式会社リフォーム等々⼒
9568 世⽥⾕区 株式会社⾼島屋⽟川店東京外商２５グループ
9569 世⽥⾕区 株式会社ホンダカーズ東京中央上野⽑店
9570 世⽥⾕区 前⽥道路株式会社世⽥⾕営業所
9571 世⽥⾕区 ⼤東建託株式会社世⽥⾕⽀店
9572 世⽥⾕区 株式会社⽩洋舎瀬⽥サービス店
9573 世⽥⾕区 世⽥⾕区⼟⽊部
9574 世⽥⾕区 株式会社⾼島屋⽟川店東京外商２４営業グループ
9575 世⽥⾕区 株式会社⽊曽路 ⽤賀店
9576 世⽥⾕区 株式会社住環境ジャパン
9577 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社世⽥⾕⽤賀店
9578 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス⽤賀
9579 世⽥⾕区 テルヤ電機株式会社
9580 世⽥⾕区 世⽥⾕⽬⿊農業協同組合
9581 世⽥⾕区 株式会社ほくつう関東⽀社
9582 世⽥⾕区 株式会社ホンダドリームジャパンホンダドリーム世⽥⾕
9583 世⽥⾕区 株式会社⼤クエスト
9584 世⽥⾕区 住友林業株式会社住宅・建築事業本部 城南⽀店
9585 世⽥⾕区 東光サービス株式会社
9586 世⽥⾕区 和宏体育施設株式会社



9587 世⽥⾕区 株式会社向笠建材店
9588 世⽥⾕区 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀⾏⽟川⽀店
9589 世⽥⾕区 岡⾕電機産業株式会社
9590 世⽥⾕区 株式会社松本⼟⽊
9591 世⽥⾕区 株式会社丸⼋ダイレクト世⽥⾕⽀店
9592 世⽥⾕区 株式会社⼭崎産業
9593 世⽥⾕区 アグレ都市デザイン株式会社⾃由が丘⽀店
9594 世⽥⾕区 株式会社アベコー世⽥⾕営業所
9595 世⽥⾕区 株式会社丸⼭⼯務店
9596 世⽥⾕区 株式会社保健科学研究所
9597 世⽥⾕区 医療法⼈社団 ⽩寿会⽟川すばる
9598 世⽥⾕区 株式会社アースクリエート
9599 世⽥⾕区 スズキワールド世⽥⾕南
9600 世⽥⾕区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア東京第１⽀店
9601 世⽥⾕区 ﾍﾝﾘｰｼｬｲﾝｼﾞｬﾊﾟﾝｲｰｽﾄ株式会社世⽥⾕⽀店
9602 世⽥⾕区 コムシスエンジニアリング尾⼭台事業所 ⼟⽊
9603 世⽥⾕区 メルセデス・ベンツ世⽥⾕南（シュテルン世⽥⾕）
9604 世⽥⾕区 株式会社 東京組
9605 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス等々⼒
9606 世⽥⾕区 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟東京⽀部世⽥⾕基地
9607 世⽥⾕区 株式会社⾼島屋⽟川店東京外商２６営業グループ
9608 世⽥⾕区 キング通信⼯業株式会社
9609 世⽥⾕区 フクダライフテック東京株式会社
9610 世⽥⾕区 株式会社ミブコーポレーション第⼆事業部 桜新町店
9611 世⽥⾕区 ヤナセバイエルンモーターズ（株）⽥園調布⽀店
9612 世⽥⾕区 東京ガスライフバル南世⽥⾕（株）
9613 世⽥⾕区 株式会社ホンダカーズ東京中央
9614 世⽥⾕区 アウディジャパン販売株式会社アウディアプルーブド世⽥⾕
9615 世⽥⾕区 株式会社ダスキン⽟川
9616 世⽥⾕区 株式会社 紙藤原
9617 世⽥⾕区 株式会社ＴＪＭデザイン
9618 世⽥⾕区 株式会社カワハラ
9619 世⽥⾕区 メルセデスベンツ世⽥⾕桜丘サーティファイドカーセンター
9620 世⽥⾕区 株式会社ちよだ
9621 世⽥⾕区 ＳＭＢＣ⽇興證券株式会社⽟川⽀
9622 世⽥⾕区 株式会社キッズベースキャンプ桜新町
9623 世⽥⾕区 株式会社リビングライフ
9624 世⽥⾕区 株式会社三和ﾌﾟﾛﾗｲﾄ
9625 世⽥⾕区 ⽇産東京販売（株）桜新町店
9626 世⽥⾕区 株式会社⽊村技研
9627 世⽥⾕区 株式会社エム・アンド・イー
9628 世⽥⾕区 ㈱イヤマオートプロモーション
9629 世⽥⾕区 株式会社ミナミ住設



9630 世⽥⾕区 ⼤和リビング株式会社城南営業所
9631 世⽥⾕区 ⽶沢⼯機株式会社
9632 世⽥⾕区 アウディジャパン販売株式会社アウディ世⽥⾕ショールーム
9633 世⽥⾕区 アウディジャパン販売株式会社本社
9634 世⽥⾕区 有限会社⼟屋⼯務店
9635 世⽥⾕区 関東三菱⾃動⾞販売株式会社世⽥⾕店
9636 世⽥⾕区 ビーエムダブリュー東京ＭＩＮＩ世⽥⾕
9637 世⽥⾕区 株式会社 キッズベースキャンプ⽤賀
9638 世⽥⾕区 有限会社 三國⼯業
9639 世⽥⾕区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティアＤＤ東京インター店
9640 世⽥⾕区 住友林業ホームテック株式会社城南⽀店
9641 世⽥⾕区 チェッカーモータース株式会社フィアット/アバルト⽥園調布
9642 世⽥⾕区 ネクステージ世⽥⾕店
9643 世⽥⾕区 （株）東急Ｒｅ・デザイン
9644 世⽥⾕区 株式会社不⼆⼯機
9645 世⽥⾕区 三井住友信託銀⾏株式会社⼆⼦⽟川⽀店
9646 世⽥⾕区 株式会社東急Re・デザインCS推進部
9647 世⽥⾕区 株式会社東急コミュニティー東京⻄⽀店
9648 世⽥⾕区 株式会社ジャパンスコープ
9649 世⽥⾕区 株式会社タカラ 東京本社
9650 世⽥⾕区 フォルクスワーゲンジャパン販売
9651 世⽥⾕区 ⽇本電化⼯機株式会社
9652 世⽥⾕区 株式会社鈴⽊塗装⼯業所
9653 世⽥⾕区 チェッカーモータース株式会社ジープ世⽥⾕
9654 世⽥⾕区 関東電設株式会社
9655 世⽥⾕区 （株）ＬＩＸＩＬ世⽥⾕営業所
9656 世⽥⾕区 伊佐ホームズ株式会社
9657 世⽥⾕区 ⽇本コムシス株式会社世⽥⾕南事業所世⽥⾕テクノステーション
9658 世⽥⾕区 株式会社アベルコ南東京⽀店
9659 世⽥⾕区 ⼤橋エアシステム株式会社東京⽀店
9660 世⽥⾕区 株式会社ＡＢＥＭＯＴＯＲＳＭＩＮＩ世⽥⾕
9661 世⽥⾕区 東海エレクトロニクス株式会社東京⽀店
9662 世⽥⾕区 株式会社ｍｏｒｅデイホームモア世⽥⾕瀬⽥
9663 世⽥⾕区 株式会社アシスト
9664 世⽥⾕区 ⽇本企業株式会社
9665 世⽥⾕区 久保⽥建装株式会社
9666 世⽥⾕区 株式会社江栄
9667 世⽥⾕区 ⾼伸建設株式会社
9668 世⽥⾕区 東京電⼒パワーグリッド株式会社渋⾕⽀社世⽥⾕事務所
9669 世⽥⾕区 株式会社⼤明建設
9670 世⽥⾕区 株式会社世⽥⾕製作所
9671 世⽥⾕区 シンコール株式会社 東京本社
9672 世⽥⾕区 株式会社九州技建



9673 世⽥⾕区 株式会社公益社世⽥⾕営業所
9674 世⽥⾕区 株式会社ヨセミテ
9675 世⽥⾕区 清⽔塗装株式会社
9676 世⽥⾕区 株式会社ランディックス⾃由が丘センター
9677 世⽥⾕区 管清⼯業株式会社
9678 世⽥⾕区 株式会社シュテルン世⽥⾕ＡＭＧ東京世⽥⾕
9679 世⽥⾕区 株式会社シュテルン世⽥⾕メルセデス・ベンツ世⽥⾕南サー
9680 世⽥⾕区 世⽥⾕区⽟川清掃事務所
9681 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社瀬⽥店
9682 世⽥⾕区 株式会社アップタウン
9683 世⽥⾕区 芳賀建材⼯業株式会社
9684 世⽥⾕区 株式会社東急コミュニティー
9685 世⽥⾕区 株式会社丸⼋ダイレクト東京開発⽀店
9686 世⽥⾕区 アウグ株式会社
9687 世⽥⾕区 株式会社東急コミュニティービル事業本部第⼀営業部
9688 世⽥⾕区 株式会社⼩泉中央世⽥⾕営業所
9689 世⽥⾕区 株式会社スズキ
9690 世⽥⾕区 株式会社ホンダカーズ東京中央⽤賀店
9691 世⽥⾕区 ⽇本郵便株式会社⽟川郵便局第三集配営業部
9692 世⽥⾕区 ⽇本郵便株式会社⽟川郵便局第⼆集配営業部
9693 世⽥⾕区 ⽇本郵便株式会社⽟川郵便局第⼀集配営業部
9694 世⽥⾕区 介護⽼⼈保健施設 ⽟川すばる
9695 世⽥⾕区 株式会社司測研
9696 世⽥⾕区 株式会社関⼝⼼理テストセンター
9697 世⽥⾕区 株式会社インフィックス
9698 世⽥⾕区 ⾸都⾼電気メンテナンス（株）
9699 世⽥⾕区 株式会社トムス 本社
9700 世⽥⾕区 株式会社東京技研
9701 世⽥⾕区 医療法⼈社団プラタナス桜新町アーバンクリニック在宅医療部
9702 世⽥⾕区 セント・メリーズ・インターナショナル・スクール
9703 世⽥⾕区 旭⽇電気⼯業株式会社
9704 世⽥⾕区 学校法⼈伊東学園上野⽑幼稚園
9705 世⽥⾕区 学校法⼈慈光学園銀の鈴幼稚園
9706 世⽥⾕区 海上⾃衛隊東京⾳楽隊
9707 世⽥⾕区 駒澤パークインターナショナルスクール株式会社
9708 世⽥⾕区 株式会社 ﾃｸﾉｻｲｴﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
9709 世⽥⾕区 株式会社 ヨシケイ東京
9710 世⽥⾕区 レッツ倶楽部 ⾃由ヶ丘
9711 世⽥⾕区 ⽇東⼯業株式会社
9712 世⽥⾕区 株式会社アルプス⼯房
9713 世⽥⾕区 株式会社⼀条⼯務店東京営業所
9714 世⽥⾕区 株式会社平和会
9715 世⽥⾕区 鈴蘭幼稚園



9716 世⽥⾕区 三徳部品株式会社世⽥⾕営業所
9717 世⽥⾕区 東京都⽔道局⽟川浄⽔管理事務所
9718 世⽥⾕区 森建設株式会社
9719 世⽥⾕区 いであ株式会社
9720 世⽥⾕区 三本珈琲株式会社東京世⽥⾕⽀店
9721 世⽥⾕区 ⽇産プリンス東京販売株式会社上野⽑店
9722 世⽥⾕区 深峯園緑化株式会社
9723 世⽥⾕区 株式会社ダスキン⽟堤
9724 世⽥⾕区 （株）ダスキン奥沢メリーメイド
9725 世⽥⾕区 株式会社トシン電機等々⼒
9726 世⽥⾕区 ㈱ｂ−ｅｘ
9727 世⽥⾕区 株式会社 やさしい⼿看多機 かえりえ⽤賀
9728 世⽥⾕区 株式会社 新東洋建設
9729 世⽥⾕区 株式会社ランディックス桜新町本店
9730 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社
9731 世⽥⾕区 東照⼯業株式会社
9732 世⽥⾕区 中島⾷品株式会社
9733 世⽥⾕区 東洋総業株式会社世⽥⾕営業所
9734 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社等々⼒営業所
9735 世⽥⾕区 株式会社ユー花園
9736 世⽥⾕区 ヤナセバイエルンモーターズ株式会社世⽥⾕⽀店
9737 世⽥⾕区 明星電氣株式会社
9738 世⽥⾕区 株式会社ジャガー東京
9739 世⽥⾕区 株式会社有明
9740 世⽥⾕区 明治マート株式会社
9741 世⽥⾕区 株式会社サカタ
9742 世⽥⾕区 株式会社ヨコハマタイヤジャパン
9743 世⽥⾕区 熊⾕化学株式会社
9744 世⽥⾕区 株式会社共同サービス
9745 世⽥⾕区 ⼀建設株式会社
9746 世⽥⾕区 株式会社ライフステーション本社
9747 世⽥⾕区 平和⾷品⼯業株式会社
9748 世⽥⾕区 ⽟川総合⽀所
9749 世⽥⾕区 株式会社伊藤園⽬⿊⽀店
9750 世⽥⾕区 株式会社オープンハウス桜新町営業センター
9751 世⽥⾕区 株式会社テクノエコ
9752 世⽥⾕区 清泉インターナショナル学園
9753 世⽥⾕区 綜合警備保障株式会社渋⾕⽀社 ⽟川営業所
9754 世⽥⾕区 帝⼈ヘルスケア株式会社東京⽀店城南営業所
9755 世⽥⾕区 帝⼈在宅医療株式会社東京⽀店世⽥⾕営業所
9756 世⽥⾕区 AAAメンテナンス株式会社
9757 世⽥⾕区 住友林業緑化株式会社城南営業所
9758 世⽥⾕区 ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社⽟川⽀店



9759 世⽥⾕区 東京フィルター販売株式会社
9760 世⽥⾕区 株式会社松原組
9761 世⽥⾕区 ヒューマンヤード株式会社住宅事業本部
9762 世⽥⾕区 東京清掃株式会社
9763 世⽥⾕区 ニコルオートモビルズ合同会社
9764 世⽥⾕区 ボルボ・カーズ世⽥⾕
9765 世⽥⾕区 医療法⼈社団創福会ふくろうクリニック等々⼒
9766 世⽥⾕区 有限会社杉本基礎⼯業
9767 世⽥⾕区 株式会社ＪＡＬＵＸトラスト
9768 世⽥⾕区 株式会社⽯勝エクステリア
9769 世⽥⾕区 株式会社ユテックス
9770 世⽥⾕区 学校法⼈五島育英会東京都市⼤学
9771 世⽥⾕区 旭防災設備株式会社
9772 世⽥⾕区 株式会社東輝建設
9773 世⽥⾕区 ブリヂストンサイクル株式会社東京営業所中央営業部
9774 世⽥⾕区 世⽥⾕区防災街づくり課
9775 世⽥⾕区 世⽥⾕区みどり３３推進担当部
9776 世⽥⾕区 世⽥⾕区道路交通計画部
9777 世⽥⾕区 株式会社ダイイチ
9778 世⽥⾕区 世⽥⾕区都市整備政策部
9779 世⽥⾕区 株式会社 星⾕材⽊店
9780 世⽥⾕区 株式会社ダスキンほづみアイムス店
9781 世⽥⾕区 株式会社コヤマドライビングスクール成城
9782 世⽥⾕区 ヤマト電機株式会社城南営業所
9783 世⽥⾕区 株式会社世⽥⾕⾃動⾞学校
9784 世⽥⾕区 東京中央農業協同組合本店
9785 世⽥⾕区 （株）東都
9786 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社成城店
9787 世⽥⾕区 いすゞ⾃動⾞⾸都圏株式会社
9788 世⽥⾕区 宍⼾コンクリート⼯業株式会社
9789 世⽥⾕区 カコイ電気株式会社
9790 世⽥⾕区 東京消防庁 成城消防署
9791 世⽥⾕区 警視庁成城警察署
9792 世⽥⾕区 ミサワリフォーム株式会社東京南営業部
9793 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Ｃａｒ成城世⽥⾕通り店
9794 世⽥⾕区 世⽥⾕区砧総合⽀所
9795 世⽥⾕区 株式会社 愛安住千歳船橋営業所
9796 世⽥⾕区 吉川⽔産株式会社
9797 世⽥⾕区 株式会社セノン東京システム⽀社
9798 世⽥⾕区 株式会社ユニマットライフレンタル世⽥⾕営業所
9799 世⽥⾕区 ⼩⽥急電鉄株式会社⼯務技術センター 喜多⾒⼯務区
9800 世⽥⾕区 株式会社⼿塚⼯務店
9801 世⽥⾕区 株式会社ホンダカーズ東京中央千歳台店



9802 世⽥⾕区 半間建設有限会社
9803 世⽥⾕区 株式会社ホンダカーズ東京中央Ｕ−ＳＥＬＥＣＴ烏⼭
9804 世⽥⾕区 ⽇本医療株式会社
9805 世⽥⾕区 ダイハツ東京販売株式会社砧店
9806 世⽥⾕区 株式会社トーカイ東京⽀店
9807 世⽥⾕区 ミサワホーム株式会社東京南⽀店
9808 世⽥⾕区 株式会社ヤマムロ
9809 世⽥⾕区 株式会社⼤⽯⼯業
9810 世⽥⾕区 ⼭良建設株式会社
9811 世⽥⾕区 株式会社千代⽥⼯務店
9812 世⽥⾕区 株式会社ティップネス 喜多⾒店
9813 世⽥⾕区 東京新宿⽊材市場株式会社
9814 世⽥⾕区 株式会社スズキ⾃販東京アリーナ成城
9815 世⽥⾕区 アルフレッサ株式会社
9816 世⽥⾕区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏成城⽀店
9817 世⽥⾕区 医療法⼈社団 輝⽣会在宅総合ケアセンター成城
9818 世⽥⾕区 ⽇本郵便株式会社成城郵便局
9819 世⽥⾕区 株式会社河野⾃動⾞
9820 世⽥⾕区 株式会社林設備
9821 世⽥⾕区 株式会社サンク・アール
9822 世⽥⾕区 布⻲株式会社 世⽥⾕営業所
9823 世⽥⾕区 株式会社守甲
9824 世⽥⾕区 丸永⼯業株式会社
9825 世⽥⾕区 東京ガスネットワーク株式会社⻄部導管事業部
9826 世⽥⾕区 株式会社ソラストレンタルサービスソラスト⻄東京
9827 世⽥⾕区 BXゆとりフォーム株式会社世⽥⾕店
9828 世⽥⾕区 社会福祉法⼈友愛⼗字会
9829 世⽥⾕区 株式会社ヤマダデンキテックランド東京本店
9830 世⽥⾕区 富⼠⽡斯株式会社
9831 世⽥⾕区 きぬた農園
9832 世⽥⾕区 株式会社⾼昌建設
9833 世⽥⾕区 ナカソネ住設株式会社東京営業所
9834 世⽥⾕区 ニック株式会社世⽥⾕営業所
9835 世⽥⾕区 エヌディ警備保障株式会社
9836 世⽥⾕区 株式会社フジナミ⻄部営業所
9837 世⽥⾕区 株式会社和光ケミカル東京営業所
9838 世⽥⾕区 株式会社アステム東京営業所
9839 世⽥⾕区 株式会社ホンダカーズ東京中央砧店
9840 世⽥⾕区 東京シェルパック株式会社
9841 世⽥⾕区 株式会社関東マツダ成城店
9842 世⽥⾕区 医療法⼈社団はなまる会
9843 世⽥⾕区 ベロフジャパン株式会社
9844 世⽥⾕区 特別養護⽼⼈ホーム芦花ホーム



9845 世⽥⾕区 ⼋坂商事株式会社
9846 世⽥⾕区 ⽔元設備株式会社
9847 世⽥⾕区 株式会社ＳＡＮＫＯ
9848 世⽥⾕区 株式会社サニクリーン東京世⽥⾕営業所
9849 世⽥⾕区 社会福祉法⼈ 敬寿会東京敬寿園
9850 世⽥⾕区 ⼀般財団法⼈材料科学技術振興財団
9851 世⽥⾕区 株式会社ツクイ世⽥⾕上祖師⾕
9852 世⽥⾕区 株式会社 マルケン
9853 世⽥⾕区 株式会社⾼橋組興業
9854 世⽥⾕区 株式会社栗原医療器械店城⻄⽀店
9855 世⽥⾕区 新栄通信株式会社杉並技術センター
9856 世⽥⾕区 城南モーターサービス株式会社
9857 世⽥⾕区 株式会社カンドーセキュリティ東京エリア事務所
9858 世⽥⾕区 ツクイ・サンシャイン成城
9859 世⽥⾕区 株式会社カクヤス城⻄センター
9860 世⽥⾕区 株式会社協和⽇成電設⼟⽊営業所電設⼟⽊営業所
9861 世⽥⾕区 ⽇本照明株式会社
9862 世⽥⾕区 株式会社富⼠住建世⽥⾕営業所
9863 世⽥⾕区 学校法⼈聖ドミニコ学園
9864 世⽥⾕区 学校法⼈樋⼝学園⽟川幼稚園
9865 世⽥⾕区 有限会社アトリエ・カオス
9866 世⽥⾕区 株式会社ピー・アイ
9867 世⽥⾕区 冨⼠島⼯機株式会社東京⽀店
9868 世⽥⾕区 ⽇本衛⽣興業株式会社
9869 世⽥⾕区 東都⽣活協同組合杉並センター
9870 世⽥⾕区 有限会社 宏陽建設
9871 世⽥⾕区 特定⾮営利活動法⼈東京ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞｽｸｰﾙ
9872 世⽥⾕区 レイモンド不動産株式会社
9873 世⽥⾕区 富⼠⽔質管理株式会社
9874 世⽥⾕区 東都⽣活協同組合世⽥⾕センター
9875 世⽥⾕区 株式会社ナックダスキン事業部第三⽀店
9876 世⽥⾕区 ミサワホーム不動産株式
9877 世⽥⾕区 東京都市⼤学総合グランド
9878 世⽥⾕区 株式会社幸伸
9879 世⽥⾕区 有限会社アクスル
9880 世⽥⾕区 有限会社柴畜
9881 世⽥⾕区 株式会社アルファロード
9882 世⽥⾕区 株式会社スズキ⾃販東京アリーナ世⽥⾕
9883 世⽥⾕区 成東インキ製造株式会社
9884 世⽥⾕区 株式会社城南建材社
9885 世⽥⾕区 五⼼産業株式会社
9886 世⽥⾕区 有限会社 猿渡設備⼯業所
9887 世⽥⾕区 蘆花園植⽊株式会社



9888 世⽥⾕区 株式会社櫛⽥⼯務店
9889 世⽥⾕区 ゆうぽうと世⽥⾕レクセンター
9890 世⽥⾕区 株式会社フロンティア世⽥⾕営業所
9891 世⽥⾕区 特別養護⽼⼈ホームせたがや給⽥乃杜
9892 世⽥⾕区 株式会社 ⼋興
9893 世⽥⾕区 株式会社永井建装
9894 世⽥⾕区 株式会社マツダアンフィ⼆関東上北沢
9895 世⽥⾕区 株式会社宮野設備⼯業所
9896 世⽥⾕区 株式会社ツクイ世⽥⾕宇奈根営業所
9897 世⽥⾕区 株式会社 One`s lifeホーム
9898 世⽥⾕区 株式会社バディ企画研究所バディスポーツ幼児園世⽥⾕
9899 世⽥⾕区 関⼝漬物⾷品株式会社
9900 世⽥⾕区 株式会社 ＮＪＳ
9901 世⽥⾕区 株式会社シグマテクノ
9902 世⽥⾕区 有限会社宮尾電業社
9903 世⽥⾕区 南海⼯業株式会社
9904 世⽥⾕区 株式会社松下商会
9905 世⽥⾕区 渡辺パイプ株式会社東京⻄⼟⽊サービスセンター
9906 世⽥⾕区 渡辺パイプ株式会社世⽥⾕電⼯サービスセンター
9907 世⽥⾕区 渡辺パイプ株式会社世⽥⾕サービスセンター⽔⼯課
9908 世⽥⾕区 株式会社⼋千代⼯業
9909 世⽥⾕区 東洋建設⼯業株式会社
9910 世⽥⾕区 有限会社⾼橋⼯業所
9911 世⽥⾕区 株式会社三上内装
9912 世⽥⾕区 株式会社中⽥ 世⽥⾕事業所
9913 世⽥⾕区 株式会社城⽥造園
9914 世⽥⾕区 株式会社栄和サービス
9915 世⽥⾕区 ⽇紘建装株式会社
9916 世⽥⾕区 医療法⼈社団 親樹会恵泉クリニック
9917 世⽥⾕区 株式会社サンエー
9918 世⽥⾕区 鈴⽊⼟⽊⼯業株式会社
9919 世⽥⾕区 東京都動物愛護相談センター
9920 世⽥⾕区 東京中央農業協同組合砧⽀店
9921 世⽥⾕区 梶原建設株式会社
9922 世⽥⾕区 ホクシン設備株式会社
9923 世⽥⾕区 社会福祉法⼈東京有隣会有隣ケアセンター
9924 世⽥⾕区 株式会社東宝映像美術
9925 世⽥⾕区 株式会社⼆進
9926 世⽥⾕区 株式会社畑野組
9927 世⽥⾕区 株式会社ストーン
9928 世⽥⾕区 草場建設株式会社
9929 世⽥⾕区 有限会社吉⽥美術
9930 世⽥⾕区 株式会社パンタナール



9931 世⽥⾕区 多摩住宅サービス株式会社世⽥⾕⽀店
9932 世⽥⾕区 TOTOリモデルサービス株式会社東京営業所
9933 世⽥⾕区 ⼩⽥急電鉄株式会社喜多⾒電気システム管理所
9934 世⽥⾕区 株式会社ラディッシュ・ソリューション
9935 世⽥⾕区 株式会社Ｋウェル
9936 世⽥⾕区 世⽥⾕区砧清掃事務所
9937 世⽥⾕区 明治安⽥⽣命保険交互会社烏⼭営業所
9938 世⽥⾕区 株式会社岡野造園
9939 世⽥⾕区 有限会社 清美興業
9940 世⽥⾕区 社会福祉法⼈ 南⼭会
9941 世⽥⾕区 アキラ産業株式会社
9942 世⽥⾕区 シマダリファインパートナーズ株式会社
9943 世⽥⾕区 ⽥中⼯業株式会社
9944 世⽥⾕区 公認春光幼稚園
9945 世⽥⾕区 セントラルスポーツ株式会社ｾﾝﾄﾗﾙｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ成城
9946 世⽥⾕区 東覚院千歳幼稚園
9947 世⽥⾕区 永安寺学園幼稚園
9948 世⽥⾕区 明光学園マダレナカノッサ幼稚園
9949 世⽥⾕区 佼成学園幼稚園
9950 世⽥⾕区 東京都市⼤学付属⼩学校
9951 世⽥⾕区 株式会社エー・ディーアンドシー
9952 世⽥⾕区 株式会社ユーテック
9953 世⽥⾕区 株式会社⼩川植⽊
9954 世⽥⾕区 株式会社加賀屋商会
9955 世⽥⾕区 有限会社アズテックサービス⼯事部
9956 世⽥⾕区 株式会社紺野電設
9957 世⽥⾕区 有限会社 相澤管⼯
9958 世⽥⾕区 株式会社⼤槻ホーム
9959 世⽥⾕区 三陸建設有限会社
9960 世⽥⾕区 学校法⼈国本学園
9961 世⽥⾕区 有限会社岩井園芸
9962 世⽥⾕区 株式会社ファンルーツ
9963 世⽥⾕区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ千歳センター
9964 世⽥⾕区 加藤鋼材株式会社
9965 世⽥⾕区 有限会社⼩川兼ハウス
9966 世⽥⾕区 株式会社ＮＴＴ東⽇本−南関東東京事業部東京南⽀店
9967 世⽥⾕区 城南信⽤⾦庫砧⽀店
9968 世⽥⾕区 株式会社協⽴商会
9969 世⽥⾕区 アクア技研株式会社
9970 世⽥⾕区 光リビング株式会社
9971 世⽥⾕区 岩⽥醸造株式会社東京⽀店
9972 世⽥⾕区 株式会社紫⽔園
9973 世⽥⾕区 株式会社 三雄



9974 世⽥⾕区 ⼾⽥建商株式会社
9975 世⽥⾕区 ちとせ緑地株式会社
9976 世⽥⾕区 株式会社 ＴＢＳアクト
9977 世⽥⾕区 世⽥⾕区役所烏⼭総合⽀所
9978 世⽥⾕区 ⽇産東京販売株式会社烏⼭店
9979 世⽥⾕区 第⼀ダイヤモンド⼯事株式会社
9980 世⽥⾕区 有限会社⼋千代防災
9981 世⽥⾕区 渡辺パイプ株式会社世⽥⾕住設サービスセンター
9982 世⽥⾕区 サミット株式会社 砧店
9983 世⽥⾕区 株式会社メディカル・ハンプ
9984 世⽥⾕区 株式会社京王設備サービス⼯事事業本部
9985 世⽥⾕区 有限会社佐藤⼟建
9986 世⽥⾕区 ⽇産東京販売株式会社成城店
9987 世⽥⾕区 株式会社京王設備サービス（都⼼機動事務所）
9988 世⽥⾕区 東京ガスライフバル⻄世⽥⾕株式会社
9989 世⽥⾕区 株式会社協栄 ⼆⼦⽟川緑地運動場事業所
9990 世⽥⾕区 前⽥･奥村･安藤･間特定建設⼯業共同企業体外環東名北拡幅作業所
9991 世⽥⾕区 株式会社明光設備 本社
9992 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Ｃａｒ成城喜多⾒東店
9993 世⽥⾕区 なんでも酒やカクヤス千歳台ＳＳ
9994 世⽥⾕区 株式会社東配⼯世⽥⾕営業所
9995 世⽥⾕区 ⻑永スポーツ⼯業株式会社
9996 世⽥⾕区 医療法⼈社団永康会 千歳烏⼭腎クリニック
9997 世⽥⾕区 ⽣活協同組合パルシステム東京世⽥⾕センター
9998 世⽥⾕区 ⼩川造園株式会社
9999 世⽥⾕区 新舘建設株式会社

10000 世⽥⾕区 ⼯藤建設株式会社フローレンスケア芦花公園
10001 世⽥⾕区 三井ホームエンジニアリング株式会社
10002 世⽥⾕区 ⽶沢電気⼯事株式会社東京⽀店
10003 世⽥⾕区 株式会社アサミ⼯業
10004 世⽥⾕区 世⽥⾕モータース株式会社
10005 世⽥⾕区 株式会社エコ・エイト
10006 世⽥⾕区 岩崎⽡⼯業株式会社
10007 世⽥⾕区 ⽇産東京販売株式会社成城砧店
10008 世⽥⾕区 南野建設株式会社東京⽀店
10009 世⽥⾕区 株式会社ジョスコム
10010 世⽥⾕区 栄新⼯業株式会社 営業部
10011 世⽥⾕区 株式会社久留⽶興業
10012 世⽥⾕区 株式会社メモリード
10013 世⽥⾕区 株式会社ライクス世⽥⾕営業所
10014 世⽥⾕区 東京中央農業協同組合千歳⽀店
10015 世⽥⾕区 東京スバル株式会社砧店
10016 世⽥⾕区 社会福祉法⼈⼤三島育徳会特別養護⽼⼈ホーム博⽔の郷



10017 世⽥⾕区 綜合警備保障株式会社渋⾕⽀社成城営業所
10018 世⽥⾕区 広沢⼯業株式会社
10019 世⽥⾕区 株式会社カン・コーポレイション
10020 世⽥⾕区 株式会社ベル
10021 世⽥⾕区 豊⽥建材株式会社
10022 世⽥⾕区 株式会社樋⼝電設
10023 世⽥⾕区 ⼤池塗装株式会社
10024 世⽥⾕区 アートコーポレーション株式会社世⽥⾕⽀店
10025 世⽥⾕区 株式会社イタリアンフーズ
10026 世⽥⾕区 ⼤雄電設⼯業株式会社
10027 世⽥⾕区 株式会社プレコエムユニット⻄東京センター
10028 世⽥⾕区 有限会社 ⽥琴
10029 世⽥⾕区 株式会社ＪＡ東京中央セレモニー
10030 世⽥⾕区 有限会社 幸和
10031 世⽥⾕区 東洋テクノ株式会社
10032 世⽥⾕区 株式会社バルテックフィールドサービス
10033 世⽥⾕区 外環本線ﾄﾝﾈﾙ(南⾏)東名北JV⼯事事務所(⿅島他４社共同企業体)
10034 世⽥⾕区 株式会社協和⽇成 東京南事業所
10035 世⽥⾕区 株式会社協和⽇成第⼀設備営業所
10036 世⽥⾕区 外環本線ﾄﾝﾈﾙ(北⾏)東名北⼯事特定建設⼯事共同企業体(⼤林組他
10037 世⽥⾕区 有限会社平⼭電機
10038 世⽥⾕区 株式会社ギコウ
10039 世⽥⾕区 成城消防署千歳出張所
10040 世⽥⾕区 株式会社世⽥⾕酸素商事
10041 世⽥⾕区 株式会社⽇祥
10042 世⽥⾕区 ライブウェル株式会社
10043 世⽥⾕区 株式会社まごころ
10044 世⽥⾕区 株式会社ユーガ
10045 世⽥⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Ｃａｒ成城喜多⾒⻄店
10046 世⽥⾕区 医療法⼈社団 永研会
10047 世⽥⾕区 株式会社HAIL Corporation
10048 世⽥⾕区 テクノ防災サービス株式会社
10049 世⽥⾕区 社会福祉法⼈敬⼼福祉会特別養護⽼⼈ホーム 千歳敬⼼苑
10050 世⽥⾕区 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 世⽥⾕営業所
10051 渋⾕区 警視庁（他4） 
10056 渋⾕区 Ｙｏｕ代⾏
10057 渋⾕区 警視庁渋⾕警察署
10058 渋⾕区 株式会社 七 匠
10059 渋⾕区 ⽇本郵便株式会社渋⾕郵便局
10060 渋⾕区 株式会社SUBARU
10061 渋⾕区 株式会社ゆうちょ銀⾏ 渋⾕店
10062 渋⾕区 株式会社⽯井組
10063 渋⾕区 株式会社コスモスモア



10064 渋⾕区 エスエスセンター株式会社
10065 渋⾕区 株式会社 塩⽥屋
10066 渋⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社渋⾕神泉店
10067 渋⾕区 東京消防庁 渋⾕消防署
10068 渋⾕区 株式会社ハンズ
10069 渋⾕区 株式会社アミューズ
10070 渋⾕区 株式会社トップコート
10071 渋⾕区 株式会社モリモトクオリティ
10072 渋⾕区 養命酒製造株式会社
10073 渋⾕区 株式会社 ホーマーイオン研究所
10074 渋⾕区 株式会社デンソー 東京⽀店
10075 渋⾕区 アヴネット・イーエム・ホールディングス・ジャパン株式会社
10076 渋⾕区 有限会社共栄シャッター
10077 渋⾕区 株式会社東急百貨店 本店
10078 渋⾕区 株式会社キューブ
10079 渋⾕区 株式会社デンソーソリューション
10080 渋⾕区 ⼤成・東急建設共同企業体JR渋⾕駅改良中央⼯区作業所
10081 渋⾕区 株式会社⽇建東京⽀店 恵⽐寿営業所
10082 渋⾕区 株式会社キャッツ
10083 渋⾕区 株式会社志村企業サービス
10084 渋⾕区 アサヒビール株式会社⾸都圏業務⽤統括本部
10085 渋⾕区 共⽴建設株式会社
10086 渋⾕区 株式会社ドトールコーヒー
10087 渋⾕区 アサヒフィールドマーケティング株式会社関東⽀社
10088 渋⾕区 サッポロフィールドマーケティング株式会社
10089 渋⾕区 サッポロビール 株式会社⾸都圏本部 総務部
10090 渋⾕区 株式会社リグラス
10091 渋⾕区 タイムズ２４株式会社
10092 渋⾕区 東急株式会社
10093 渋⾕区 ⽵⽥理化⼯業株式会社
10094 渋⾕区 株式会社ビルテック
10095 渋⾕区 京王⾃動⾞株式会社恵⽐寿サービスセンター
10096 渋⾕区 株式会社 メガ
10097 渋⾕区 株式会社 オフィス空間
10098 渋⾕区 株式会社グローバル・リンク・マネジメント
10099 渋⾕区 東光園緑化株式会社
10100 渋⾕区 ヘンミ・ダイヤパー・サーヴィス株式会社
10101 渋⾕区 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 建設渋⾕事務所
10102 渋⾕区 株式会社スリーエスリンク
10103 渋⾕区 城北興業株式会社
10104 渋⾕区 株式会社ハステック
10105 渋⾕区 ＩＨＩ運搬機械株式会社東京第四サービスセンター
10106 渋⾕区 ⼀般財団法⼈ ⽇本健康増進財団



10107 渋⾕区 磯野不動産株式会社
10108 渋⾕区 株式会社ライジングプロ・ホールディングス
10109 渋⾕区 東京スバル株式会社 恵⽐寿店
10110 渋⾕区 株式会社ジャニーズアイランド
10111 渋⾕区 株式会社タイセイ・ハウジー渋⾕営業所
10112 渋⾕区 株式会社東急コミュニティー渋⾕⽀店
10113 渋⾕区 株式会社 朋栄
10114 渋⾕区 株式会社東急Re・デザイン
10115 渋⾕区 東京都下⽔道サービス株式会社渋⾕事業所
10116 渋⾕区 株式会社フジキカイ東京⽀店
10117 渋⾕区 株式会社むつみや
10118 渋⾕区 社会福祉法⼈ 福⽥会
10119 渋⾕区 明和地所株式会社
10120 渋⾕区 株式会社ジャックス
10121 渋⾕区 キューピー株式会社 東京⽀店
10122 渋⾕区 有限会社プレステージ
10123 渋⾕区 城南信⽤⾦庫 渋⾕⽀店
10124 渋⾕区 恵⽐寿サイエンス株式会社
10125 渋⾕区 ミドリオートレザー株式会社
10126 渋⾕区 株式会社 ベイクルーズ
10127 渋⾕区 株式会社⼤塚商店
10128 渋⾕区 株式会社神路社 東⽇本営業所
10129 渋⾕区 三井ホームエステート株式会社東京南営業部
10130 渋⾕区 東急建設（株）
10131 渋⾕区 アリアケジャパン株式会社
10132 渋⾕区 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
10133 渋⾕区 冨⼠スチール株式会社
10134 渋⾕区 ⽇本トータルテレマーケティング株式会社
10135 渋⾕区 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ
10136 渋⾕区 海光電業株式会社
10137 渋⾕区 JRD株式会社
10138 渋⾕区 株式会社SDR
10139 渋⾕区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏渋⾕⽀店
10140 渋⾕区 ボーセイキャプティブ株式会社
10141 渋⾕区 丸和建設株式会社
10142 渋⾕区 株式会社東京⽊⼯所
10143 渋⾕区 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社
10144 渋⾕区 株式会社ゴールドウィン
10145 渋⾕区 株式会社 サンセイ
10146 渋⾕区 株式会社ライフホームデリバリー渋⾕東出張所
10147 渋⾕区 アサヒ飲料株式会社
10148 渋⾕区 株式会社 三共
10149 渋⾕区 ネオ製薬⼯業株式会社



10150 渋⾕区 公益財団法⼈ ⽇本盲導⽝協会東京事務所
10151 渋⾕区 株式会社ライフホームデリバリー
10152 渋⾕区 テイケイ株式会社渋⾕中央⽀社
10153 渋⾕区 株式会社ミニミニ城南
10154 渋⾕区 テイケイ株式会社渋⾕⽀社
10155 渋⾕区 株式会社⻘⼭
10156 渋⾕区 株式会社 武⽥商店
10157 渋⾕区 新明和⼯業株式会社
10158 渋⾕区 株式会社関電⼯南部⽀社
10159 渋⾕区 株式会社ホーク・ワン
10160 渋⾕区 株式会社モ−リコ−ポレ−ション
10161 渋⾕区 株式会社⽯井⼯業
10162 渋⾕区 株式会社ケイ・エスエス
10163 渋⾕区 株式会社マイスターズファクトリー
10164 渋⾕区 学校法⼈渋⾕教育学園ブリティツシュ・スクール・イン東京
10165 渋⾕区 東京都渋⾕区役所
10166 渋⾕区 株式会社リベルタ
10167 渋⾕区 多治⾒無線電機株式会社
10168 渋⾕区 有限会社代官⼭ホリイ企画
10169 渋⾕区 株式会社ユー・エス・イー
10170 渋⾕区 損害保険ジャパン株式会社
10171 渋⾕区 株式会社 ＧＦＭ
10172 渋⾕区 ⽇本情報産業株式会社 本社
10173 渋⾕区 株式会社伊太利屋
10174 渋⾕区 シマダヤ株式会社
10175 渋⾕区 株式会社スターダストプロモーション
10176 渋⾕区 株式会社エスエス東京⽀店
10177 渋⾕区 フォーライフ株式会社
10178 渋⾕区 アサヒグループ⾷品株式会社
10179 渋⾕区 株式会社バロック
10180 渋⾕区 東都典範株式会社
10181 渋⾕区 株式会社 ⽥沢重量
10182 渋⾕区 共栄通信⼯業株式会社
10183 渋⾕区 株式会社 ⼤⽊不動産
10184 渋⾕区 アイ・アンド・イー株式会社
10185 渋⾕区 株式会社パークジャパン
10186 渋⾕区 株式会社サジェスト
10187 渋⾕区 三楽建設株式会社
10188 渋⾕区 堀⼝エンジニアリング株式会社
10189 渋⾕区 東京電⼒パワーグリッド株式会社渋⾕⽀社
10190 渋⾕区 株式会社クローバー
10191 渋⾕区 T&G FLOWER DESIGN WORKS
10192 渋⾕区 株式会社そごう・⻄武⻄武渋⾕店



10193 渋⾕区 株式会社シーケービー
10194 渋⾕区 株式会社トリコローレ東都
10195 渋⾕区 東急建設株式会社東⽇本建築⽀店
10196 渋⾕区 東急リバブル株式会社
10197 渋⾕区 ニチワリロケーション株式会社
10198 渋⾕区 株式会社ライジングサンセキュリティ−サ−ビス
10199 渋⾕区 北沢産業株式会社
10200 渋⾕区 フィールズ株式会社
10201 渋⾕区 株式会社三井住友銀⾏渋⾕法⼈営業第⼆部
10202 渋⾕区 株式会社 眞興社
10203 渋⾕区 株式会社 PLUG-IN
10204 渋⾕区 株式会社ディスクガレージ
10205 渋⾕区 ⽇清医療⾷品株式会社東京⽀店
10206 渋⾕区 株式会社 エストゥルース
10207 渋⾕区 ⽇仏商事株式会社
10208 渋⾕区 中外道路株式会社東京営業所
10209 渋⾕区 ⽇拓グループ・ホールディングス株式会社
10210 渋⾕区 スバルファイナンス株式会社
10211 渋⾕区 ⽇本航空電⼦⼯業株式会社
10212 渋⾕区 株式会社 奥本いろは堂
10213 渋⾕区 ⻑島梱包 株式会社
10214 渋⾕区 ダイハツ東京販売株式会社Ｄモール渋⾕神泉店
10215 渋⾕区 中央労働⾦庫渋⾕⽀店
10216 渋⾕区 ミドリ安全 株式会社
10217 渋⾕区 三井住友海上⽕災保険株式会社東京南⽀店
10218 渋⾕区 綜合警備保障株式会社渋⾕⽀社
10219 渋⾕区 株式会社 モリモト
10220 渋⾕区 株式会社ミブコーポレーション第⼀事業本部恵⽐寿店
10221 渋⾕区 レッドブル・ジャパン株式会社
10222 渋⾕区 株式会社きらぼし銀⾏ 渋⾕⽀店
10223 渋⾕区 株式会社 松原組
10224 渋⾕区 ⽇本ルツボ株式会社
10225 渋⾕区 株式会社ネクシィーズ渋⾕⽀店
10226 渋⾕区 株式会社 オープンハウス
10227 渋⾕区 三栄電気⼯業株式会社 東京⽀店
10228 渋⾕区 ⽇東道路 株式会社
10229 渋⾕区 ⼤和電業 株式会社
10230 渋⾕区 ⽇本コカ・コーラ 株式会社
10231 渋⾕区 株式会社 中⽥
10232 渋⾕区 トランス・コスモス株式会社
10233 渋⾕区 宗教法⼈世界平和統⼀家庭連合
10234 渋⾕区 渋⾕区清掃事務所
10235 渋⾕区 宮川興業 株式会社



10236 渋⾕区 株式会社 エイコー
10237 渋⾕区 警視庁職員信⽤組合渋⾕⽀店
10238 渋⾕区 株式会社GRAND CITY
10239 渋⾕区 セントラル⼯業株式会社
10240 渋⾕区 学校法⼈ ⻘⼭学院
10241 渋⾕区 学校法⼈ 渋⾕教育学園
10242 渋⾕区 港北メディアサービス株式会社
10243 渋⾕区 株式会社 共栄商事
10244 渋⾕区 渡辺電機⼯業 株式会社
10245 渋⾕区 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
10246 渋⾕区 東新産業 株式会社
10247 渋⾕区 ボッシュ株式会社
10248 渋⾕区 三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券株式会社渋⾕⽀店
10249 渋⾕区 株式会社SANKYO
10250 渋⾕区 東洋テクノ株式会社
10251 渋⾕区 ㈱都市環境エンジニアリング恵⽐寿営業所
10252 渋⾕区 デイサービスセンターなごやか代官⼭
10253 渋⾕区 株式会社サンライズジャパン
10254 渋⾕区 トーイツ 株式会社
10255 渋⾕区 ラディックス株式会社渋⾕営業所
10256 渋⾕区 株式会社中尾螺⼦製作所
10257 渋⾕区 明和管理株式会社
10258 渋⾕区 積⽔ハウス株式会社東京南シャーメゾン⽀店
10259 渋⾕区 ⼭本商会株式会社 東京⽀店 渋⾕営業所
10260 渋⾕区 三井ホーム株式会社東京南⽀店
10261 渋⾕区 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
10262 渋⾕区 ⽇本⾚⼗字社医療センター
10263 渋⾕区 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社渋⾕⽀店
10264 渋⾕区 バイオトロニックジャパン株式会社
10265 渋⾕区 綜合警備保障株式会社渋⾕地区待機所
10266 渋⾕区 ⽇本⾚⼗字総合福祉センター
10267 渋⾕区 株式会社ハウスメイトマネジメント 渋⾕⽀店
10268 渋⾕区 世紀東急⼯業株式会社渋⾕営業所
10269 渋⾕区 ⽯尾産業株式会社
10270 渋⾕区 株式会社 ＦＵＧＡ
10271 渋⾕区 積⽔ハウス株式会社東京⻄シャーメゾン⽀店
10272 渋⾕区 株式会社⾼島屋新宿店
10273 渋⾕区 株式会社サザビーリーグ
10274 渋⾕区 学校法⼈⾼宮学園代々⽊ゼミナール
10275 渋⾕区 三光産業株式会社
10276 渋⾕区 スバル興業株式会社
10277 渋⾕区 ⽴川装備株式会社
10278 渋⾕区 株式会社ニップン 東⽇本管理部



10279 渋⾕区 ﾃﾙｳｪﾙ東⽇本株式会社営業本部ｻｰﾋﾞｽ推進部第⼀ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部⾨
10280 渋⾕区 藤⼯業株式会社
10281 渋⾕区 由井電気⼯業株式会社
10282 渋⾕区 朝⽇造園株式会社
10283 渋⾕区 株式会社トミス
10284 渋⾕区 東⽇本旅客鉄道株式会社
10285 渋⾕区 ⽇本建物保全株式会社
10286 渋⾕区 ⽴川ブラインド株式会社新宿営業所
10287 渋⾕区 トクラス株式会社⾸都圏営業部
10288 渋⾕区 タカラベルモント化粧品株式会社
10289 渋⾕区 株式会社⽳吹⼯務店 東京⽀店
10290 渋⾕区 川崎設備⼯業株式会社東京⽀店
10291 渋⾕区 松⽥建設⼯業株式会社
10292 渋⾕区 株式会社ミルボン東京⻘⼭⽀店
10293 渋⾕区 モンテ物産株式会社
10294 渋⾕区 栄和設備株式会社
10295 渋⾕区 株式会社⼤京
10296 渋⾕区 東京海上⽇動⽕災保険株式会社東京新都⼼⽀店
10297 渋⾕区 株式会社エムシー
10298 渋⾕区 ㈱シンエイ・ネクサス
10299 渋⾕区 セコム株式会社本社
10300 渋⾕区 ⾸都⾼カー・サポート株式会社代々⽊⾞両管理基地
10301 渋⾕区 株式会社ＹＤＫテクノロジーズ
10302 渋⾕区 ⽇本⽂化厚⽣農業協同組合連合会
10303 渋⾕区 （株）セラビ
10304 渋⾕区 エルエス⼯業株式会社
10305 渋⾕区 株式会社 東京宅配
10306 渋⾕区 医療法⼈財団東京勤労者医療会代々⽊病院
10307 渋⾕区 ⽇本共産党中央委員会
10308 渋⾕区 TOTO株式会社 東京⽀社
10309 渋⾕区 東京重機株式会社
10310 渋⾕区 株式会社杉⽥モータース
10311 渋⾕区 有限会社劇団プ―ク
10312 渋⾕区 ジョブコレ東京株式会社
10313 渋⾕区 株式会社アーバングラウト
10314 渋⾕区 株式会社 ⼤塚商会
10315 渋⾕区 東京都交通局⾞両電気部電気総合管理所
10316 渋⾕区 積⽔ハウス不動産東京株式会社仲介事業部
10317 渋⾕区 積⽔ハウス不動産東京株式会社賃貸営業部
10318 渋⾕区 ⼟地家屋調査⼠法⼈共⽴測量登記事務所
10319 渋⾕区 株式会社アドヴァングループ
10320 渋⾕区 株式会社第⼀ビルメンテナンス東京⽀店
10321 渋⾕区 綜合警備保障株式会社渋⾕⽀店⻘⼭営業所



10322 渋⾕区 株式会社ヤマノ
10323 渋⾕区 全国酪農業協同組合連合会東京⽀所
10324 渋⾕区 株式会社ナチュラリ
10325 渋⾕区 株式会社フジタ
10326 渋⾕区 タカラ・ビューティーメイト株式会社
10327 渋⾕区 株式会社海南
10328 渋⾕区 原宿警察署
10329 渋⾕区 加勢造園株式会社
10330 渋⾕区 原アルミ⼯業（株）
10331 渋⾕区 明星⾷品株式会社
10332 渋⾕区 ヒトトヒト株式会社
10333 渋⾕区 朝⽇プランニング株式会社
10334 渋⾕区 学校法⼈鳩の森学園
10335 渋⾕区 ⼀般社団法⼈東京都⾷品衛⽣協会
10336 渋⾕区 株式会社ジャパン・トータル・クラブ
10337 渋⾕区 株式会社サーフビバレッジ
10338 渋⾕区 井筒まい泉株式会社管理本部総務グループ
10339 渋⾕区 株式会社ファイブフォックス
10340 渋⾕区 ホームラン堂運動施設株式会社
10341 渋⾕区 株式会社セイシン企業
10342 渋⾕区 株式会社ドコモＣＳネットワーク運営推進部東京ネットワークセン
10343 渋⾕区 東栄建設株式会社
10344 渋⾕区 ダイキンＨＶＡＣソリューション東京株式会社
10345 渋⾕区 株式会社アインファーマシーズ
10346 渋⾕区 りらいあコミュニケーションズ株式会社
10347 渋⾕区 イオンディライト株式会社
10348 渋⾕区 株式会社リガク
10349 渋⾕区 フジタメンテナンス株式会社
10350 渋⾕区 名古屋モザイク⼯業株式会社東京⽀店
10351 渋⾕区 株式会社サニーサイドアップ
10352 渋⾕区 株式会社⾼環境エンジニアリング
10353 渋⾕区 ⽇本コープ共済⽣活協同組合連合会
10354 渋⾕区 株式会社ＰＧＳホーム代々⽊⽀店
10355 渋⾕区 ノーマンジャパン株式会社
10356 渋⾕区 株式会社トラッドインターナショナル
10357 渋⾕区 株式会社 富⼠防災
10358 渋⾕区 味の素ＡＧＦ株式会社東京⽀社
10359 渋⾕区 東⽇本タイル株式会社
10360 渋⾕区 寿通信機株式会社
10361 渋⾕区 アットホーム株式会社新宿営業所
10362 渋⾕区 株式会社伊藤園
10363 渋⾕区 シマダグループ株式会社
10364 渋⾕区 株式会社フロンティア渋⾕営業所



10365 渋⾕区 ⽂化学園
10366 渋⾕区 シマダハウス株式会社
10367 渋⾕区 株式会社きらぼし銀⾏幡ヶ⾕⽀店
10368 渋⾕区 ニッタン株式会社
10369 渋⾕区 東京消防庁渋⾕消防署代々⽊出張所
10370 渋⾕区 ⼀般社団法⼈東京都⾃動⾞整備振興会
10371 渋⾕区 カシオ計算機株式会社
10372 渋⾕区 セントラル警備保障株式会社東京システム事業部
10373 渋⾕区 ヘラマンタイトン株式会社
10374 渋⾕区 ⽇本郵便株式会社代々⽊郵便局
10375 渋⾕区 ⾼栄警備保障株式会社
10376 渋⾕区 株式会社オープンハウス笹塚営業センター
10377 渋⾕区 ⽇本⽡斯株式会社
10378 渋⾕区 社会福祉法⼈カメリア会渋⾕区つばめの⾥・本町東
10379 渋⾕区 株式会社住建ハウジング
10380 渋⾕区 三和シヤッター⼯業株式会社ビル建材事業本部
10381 渋⾕区 株式会社佐藤商会
10382 渋⾕区 櫻護謨株式会社
10383 渋⾕区 ドーバー洋酒貿易株式会社
10384 渋⾕区 明治神宮
10385 渋⾕区 ⽇本電話サービス株式会社
10386 渋⾕区 ザ・パック株式会社東京本部
10387 渋⾕区 シマダアセットパートナーズ株式会社
10388 渋⾕区 株式会社共⽴映像
10389 渋⾕区 フリーダ株式会社
10390 渋⾕区 ベラテック販売株式会社
10391 渋⾕区 マルサンアイ株式会社東京⽀店
10392 渋⾕区 ⻄川計測株式会社
10393 渋⾕区 ⼭⽥⾃動⾞サービス株式会社
10394 渋⾕区 ⽇本デイタムサプライ株式会社
10395 渋⾕区 ⽇本放送協会 ⾞両部
10396 渋⾕区 東亜薬品⼯業株式会社
10397 渋⾕区 東京消防庁第三消防⽅⾯本部救助機動課
10398 渋⾕区 警視庁代々⽊警察署
10399 渋⾕区 ⼤東株式会社 渋⾕店
10400 渋⾕区 株式会社 和幸コーポレーション
10401 渋⾕区 望⽉⼯業株式会社
10402 渋⾕区 株式会社学研エリアマーケット東京⽀店
10403 渋⾕区 兼松コミュニケーションズ株式会社
10404 渋⾕区 ミノシマ株式会社
10405 渋⾕区 公益財団法⼈ハーモニィセンター
10406 渋⾕区 三興電気株式会社
10407 渋⾕区 株式会社東京ワイン



10408 渋⾕区 ⽇邦防災株式会社
10409 渋⾕区 株式会社ユアー・パーキング
10410 渋⾕区 （株）セノン（東京国際センター運転者控室）
10411 渋⾕区 株式会社 ⻘
10412 渋⾕区 ⻄村建設株式会社
10413 渋⾕区 川野建設株式会社
10414 渋⾕区 （株）⽩寿⽣科学研究所
10415 渋⾕区 ⽇本基礎技術株式会社⾸都圏⽀店
10416 渋⾕区 株式会社フジエテキスタイル
10417 渋⾕区 花⾹⾃動⾞⼯業株式会社
10418 渋⾕区 株式会社昭和化成
10419 渋⾕区 株式会社ヴァレオジャパン
10420 渋⾕区 イカリ消毒株式会社新宿営業所
10421 渋⾕区 トヨタモビリティ東京株式会社渋⾕代々⽊公園店
10422 渋⾕区 マクセル株式会社
10423 渋⾕区 リゾートトラスト株式会社
10424 渋⾕区 社会福祉法⼈正吉福祉会杜の⾵・上原
10425 渋⾕区 京王重機整備株式会社
10426 渋⾕区 株式会社タクト・マシン・サービス
10427 渋⾕区 株式会社Ｎo.1
10428 渋⾕区 三井住友海上あいおい⽣命株式会社
10429 渋⾕区 ⽇本⽡斯⼯事株式会社
10430 渋⾕区 株式会社ＰＧＳホーム代々⽊⽀店
10431 渋⾕区 ⽇本電波⼯業株式会社
10432 渋⾕区 株式会社ヤマダホームズリフォーム事業部
10433 渋⾕区 株式会社京王電業社
10434 渋⾕区 ＡＪＥＸ株式会社 東京営業所
10435 渋⾕区 ⽇本軌道⼯業（株）
10436 渋⾕区 株式会社静和堂
10437 渋⾕区 株式会社東京かねみつ
10438 渋⾕区 東京電機産業株式会社
10439 渋⾕区 タマテクノシステム株式会社
10440 渋⾕区 株式会社ユナイテッドスクールオブトウキョウ
10441 渋⾕区 国⼟交通省 関東地⽅整備局東京国道事務所 代々⽊出張所
10442 渋⾕区 ⼭本設備機⼯株式会社東京⽀店
10443 渋⾕区 株式会社ジャックス東京⽀店
10444 渋⾕区 株式会社ジャックス東京南⽀店
10445 渋⾕区 コーセー化粧品販売株式会社⾸都圏⻄⽀店
10446 渋⾕区 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
10447 渋⾕区 株式会社レオミュージック
10448 渋⾕区 ⽇誠マリン⼯業株式会社
10449 渋⾕区 住友林業ホームエンジニアリング東京第⼆事業部
10450 渋⾕区 武蔵野産業株式会社



10451 渋⾕区 株式会社ALCMotorenTokyoBMW笹塚⼯場
10452 渋⾕区 株式会社OKULAB富ヶ⾕ロジポート
10453 渋⾕区 株式会社名取⼯務店
10454 渋⾕区 城⼭産業株式会社
10455 渋⾕区 株式会社リィツメディカル新宿営業所
10456 渋⾕区 三弘電設株式会社
10457 渋⾕区 アースサポート株式会社
10458 渋⾕区 株式会社鵬紙業
10459 渋⾕区 株式会社花半
10460 渋⾕区 岩崎⾃動⾞⼯業株式会社
10461 渋⾕区 宇⽥川⽊材株式会社
10462 渋⾕区 ⽇邦薬品⼯業株式会社
10463 渋⾕区 東京消防庁消防学校
10464 渋⾕区 住友林業ホームエンジニアリング（株）東京第⼀事業部
10465 渋⾕区 東京消防庁装備部装備⼯場
10466 渋⾕区 （株）研創東京営業所
10467 渋⾕区 コンフェックス（株）
10468 渋⾕区 株式会社啓徳社
10469 渋⾕区 株式会社三⼯社
10470 渋⾕区 東京ガスリックリビング（株）
10471 渋⾕区 ＹＫＴ株式会社
10472 渋⾕区 株式会社富作商店
10473 渋⾕区 ダイカンサービス株式会社ダスキンダイカン初台⽀店
10474 渋⾕区 ロード電⼯株式会社
10475 渋⾕区 三元建設株式会社
10476 渋⾕区 ⼤和測量株式会社
10477 渋⾕区 株式会社平松商店
10478 渋⾕区 株式会社横森製作所
10479 渋⾕区 アビリティーズ・ケアネット株式会社
10480 渋⾕区 富⼠急⾏株式会社営業部
10481 渋⾕区 池⽥糖化⼯業株式会社
10482 渋⾕区 株式会社アートネーチャー
10483 渋⾕区 ジョンソンコントロールズ（株）
10484 渋⾕区 ⽇本サニパック（株）
10485 渋⾕区 株式会社ワイズ技研
10486 渋⾕区 （株）ＪＩＭＲＯ
10487 渋⾕区 ⼭下商事株式会社
10488 渋⾕区 共栄⾳響株式会社
10489 渋⾕区 株式会社ウッドハウス
10490 中野区 警視庁（他2） 
10493 中野区 株式会社 ＧＯＥＮ
10494 中野区 東京消防庁中野消防署
10495 中野区 ⽇本郵便株式会社中野郵便局



10496 中野区 株式会社ﾚｵﾊﾟﾚｽ21 ｼﾙﾊﾞ-事業部あずみ苑ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽ
10497 中野区 ㈱⽩洋舎東京⽀店中野営業所
10498 中野区 学校法⼈ 東京愛⽝学園
10499 中野区 三井住友信託銀⾏株式会社 中野⽀店
10500 中野区 株式会社ウェルサプライ城⻄⽣花室
10501 中野区 （株）マルマンストア
10502 中野区 ㈱⼩河原建設
10503 中野区 稲垣産業 有限会社
10504 中野区 医療法⼈社団緑の森さくらクリニック
10505 中野区 警視庁中野警察署
10506 中野区 三菱ＵＦＪ信託銀⾏（株）中野⽀店
10507 中野区 （株）ロックスタッフ
10508 中野区 （株）ライオン事務器
10509 中野区 株式会社 豊栄美装
10510 中野区 宮園オート（株）
10511 中野区 積⽔ハウスリフォーム㈱東京営業所
10512 中野区 東京容器（株）
10513 中野区 東京ガスライフバルカンドー株式会社 設備事業所
10514 中野区 株式会社 ユニ商会 東京⽀店
10515 中野区 興和株式会社城北営業所・城⻄営業所
10516 中野区 株式会社ロンビックジャパン
10517 中野区 株式会社ライクス
10518 中野区 学校法⼈保善寺学園
10519 中野区 社会福祉法⼈サンフェニックスハートテラス中野弥⽣町
10520 中野区 （有）東洋技術開発
10521 中野区 株式会社 東洋ＡＣ
10522 中野区 （株）三菱電機ビジネスシステム
10523 中野区 株式会社Ｓｈｉｎ
10524 中野区 （株）サンエツ
10525 中野区 （株）⽔研社
10526 中野区 新⽇本プロレスリング㈱
10527 中野区 ⽇本郵便株式会社落合郵便局
10528 中野区 三協⽴⼭株式会社
10529 中野区 ⽮澤光学塗装（株）
10530 中野区 住友林業緑化（株）
10531 中野区 東京都個⼈タクシー協同組合
10532 中野区 新⽇本建設（株）
10533 中野区 ㈱ＮＫＳコーポレーション東京⽀店
10534 中野区 愛三⼟地建物株式会社
10535 中野区 ｽﾀｰﾂﾋﾟﾀｯﾄﾊｳｽ株式会社中野店
10536 中野区 ㈱オープンハウス中野営業センター
10537 中野区 ＪＥＳＣＯ株式会社
10538 中野区 中央労働⾦庫 中野⽀店



10539 中野区 ⽇新⽕災海上保険 株式会社
10540 中野区 株式会社ダスキン中野中央サービスマスター
10541 中野区 株式会社かんぽ⽣命保険中野郵便局かんぽサービス部
10542 中野区 （株）三菱ＵＦＪ銀⾏中野駅前⽀店
10543 中野区 スターツアメニティー株式会社城⻄第１営業所
10544 中野区 ㈱ハウスメイトマネジメント中野⽀店
10545 中野区 （株）アートプレーンカンパニー
10546 中野区 （株）⼭櫻 中野⽀店
10547 中野区 協業組合城⻄産業
10548 中野区 （株）リブドゥコーポレーション
10549 中野区 積⽔ハウス株式会社 東京カスタマーズセンター
10550 中野区 飯島⽯材（株）
10551 中野区 奥⼭管材機器（株）
10552 中野区 ⼩野薬品⼯業（株）城⻄営業所第⼀営業所
10553 中野区 ㈱キャプテイ
10554 中野区 株式会社 東京演劇集団⾵
10555 中野区 ⽇本⽂教出版（株）東京⽀社
10556 中野区 株式会社マッドハウス
10557 中野区 横⼭設備⼯業（株）
10558 中野区 トヨタモビリティ東京㈱東中野店
10559 中野区 株式会社ヨシダ東京第２営業所
10560 中野区 学校⽤品（株）
10561 中野区 株式会社ノーザ東京営業所
10562 中野区 ジック株式会社
10563 中野区 ⾼村建材⼯業（株）
10564 中野区 株式会社 三進産業
10565 中野区 新栄興業（株）
10566 中野区 積和建設東京株式会社建築⼟⽊事業部
10567 中野区 富⼠ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
10568 中野区 トヨタモビリティ東京株式会社中野坂上店
10569 中野区 コニカミノルタジャパン株式会社
10570 中野区 ⼩⽥商事㈱
10571 中野区 （株）柴⽥屋酒店
10572 中野区 株式会社ロッテ 東⽇本営業部東京圏担当
10573 中野区 株式会社タカギ 東京⽀店
10574 中野区 トータル建設（株）
10575 中野区 株式会社 かなめ商事中野本社
10576 中野区 サコス株式会社 東京北営業部
10577 中野区 中道商事株式会社
10578 中野区 東鉄⼯業株式会社東京機械軌道出張所
10579 中野区 （株）ダイヤコーポレーション
10580 中野区 東京避雷針⼯業（株）
10581 中野区 中野区清掃事務所南中野事業所



10582 中野区 岩⽥ボルト製造株式会社
10583 中野区 ファーマライズホールディングス㈱
10584 中野区 帝⼈ヘルスケア株式会社
10585 中野区 ⽶持建設株式会社
10586 中野区 （株）クサマ
10587 中野区 株式会社トミザワ
10588 中野区 宗教法⼈いのちのことば宣教団
10589 中野区 東邦重機開発 株式会社
10590 中野区 ⼩野薬品⼯業㈱城⻄営業所第⼆営業所
10591 中野区 株式会社 プレミアアシスト
10592 中野区 ⽇本施設管理株式会社
10593 中野区 株式会社フレンドワークス
10594 中野区 （株）ホシノ
10595 中野区 株式会社 三共消毒 城⻄営業所
10596 中野区 宮園輸⼊⾞販売株式会社 メルセデス・ベンツ中野
10597 中野区 （株）エイコー
10598 中野区 社会福祉法⼈ケアネット 弥⽣ホーム
10599 中野区 株式会社モレーンコーポレーション
10600 中野区 株式会社リリーフ
10601 中野区 （株）正栄機械製作所
10602 中野区 有限会社 ⻑⽥サービス
10603 中野区 ⽣和コーポレーション株式会社東京新都⼼⽀社
10604 中野区 株式会社ほづみ ダスキンほづみ第４⽀店
10605 中野区 （株）⼭岸⽔産
10606 中野区 （株）⾦吾堂製菓
10607 中野区 桜建設（株）
10608 中野区 ⽊村化学産業（株）
10609 中野区 （株）ジェイコム東京中野局
10610 中野区 ㈱⻘井⿊板製作所 東京⽀店
10611 中野区 ⽇産東京販売株式会 中野坂上店
10612 中野区 ケーディスポーツ（株）
10613 中野区 シャープサポートアンドサービス㈱ 東京中央フィールドブランチ
10614 中野区 進藤建設（株）
10615 中野区 公営事業（株）
10616 中野区 みやしろ幼稚園
10617 中野区 東北企業管理（株）
10618 中野区 ⼭崎⼯業所（株）
10619 中野区 （株）キョクジュ
10620 中野区 （株）広島屋
10621 中野区 株式会社レオパレス２１
10622 中野区 （株）友和
10623 中野区 （株）ニド
10624 中野区 株式会社レオパレス２１



10625 中野区 （株）清和電機
10626 中野区 （株）ニックフーズ
10627 中野区 ⽇本体育施設（株）
10628 中野区 （株）⼭⽥写真製版所東京本部
10629 中野区 （株）美柳
10630 中野区 （株）タウンサービス
10631 中野区 （株）ミーポイント
10632 中野区 株式会社トーカイ中野営業所
10633 中野区 協和硝⼦（株）
10634 中野区 （株）富永⼯業
10635 中野区 （株）セレモニー
10636 中野区 （株）清和光学製作所
10637 中野区 （株）東管
10638 中野区 NTTデータカスタマサービス㈱東⽇本⽀社 中野営業所
10639 中野区 東京メルテック空調（株）
10640 中野区 河合薬業株式会社
10641 中野区 （株）東京富⼠カラー
10642 中野区 株式会社 くらしの友 中野センター
10643 中野区 ＮＳトーヨー住器（株）
10644 中野区 （株）エム・イー・システム
10645 中野区 ㈱ジーク
10646 中野区 伏⾒製薬株式会社東京営業所
10647 中野区 ㈱ヨシケイ東京
10648 中野区 富⼠ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
10649 中野区 株式会社 中⼭⽯渠
10650 中野区 進和テック株式会社
10651 中野区 株式会社 トムス・エンタテイメント
10652 中野区 株式会社メディカル東友
10653 中野区 三和警備保障株式会社
10654 中野区 綜合警備保障株式会社城⻄⽀社
10655 中野区 株式会社ヤマトヤ
10656 中野区 ⽇産⾃動⾞販売（株）東中野店
10657 中野区 株式会社 圏央
10658 中野区 東栄興業株式会社
10659 中野区 ダイカンサービス株式会社ダスキン中野坂上⽀店
10660 中野区 セブン⼯業株式会社東京営業所
10661 中野区 （株）フジマック新宿営業所
10662 中野区 株式会社 マキタ中野営業所
10663 中野区 中野区役所
10664 中野区 北村建設株式会社
10665 中野区 ⽇本郵便株式会社中野北郵便局
10666 中野区 ヤシマ⼯業株式会社
10667 中野区 （株）⾶⿃



10668 中野区 共栄電装株式会社
10669 中野区 東京消防庁野⽅消防署
10670 中野区 東京都下⽔道サービス（株）中野事業所
10671 中野区 ㈱ 請地商店
10672 中野区 社会福祉法⼈中野区福祉サービス事業団
10673 中野区 株式会社いわい
10674 中野区 キリンビール株式会社
10675 中野区 株式会社ケンコー・トキナー
10676 中野区 （株）前平⼯業
10677 中野区 野⽅警察署
10678 中野区 東京ガスライフバルカンドー（株
10679 中野区 落合住宅機器株式会社
10680 中野区 社会福祉法⼈東京武尊会 東京令和館 中野
10681 中野区 社会福祉法⼈南東北福祉事業団東京総合保健福祉センター江古⽥
10682 中野区 株式会社武蔵野
10683 中野区 ㈱ ⽊材保存センター
10684 中野区 株式会社Faith
10685 中野区 ㈱ アライワークス
10686 中野区 東京都第三建設事務所
10687 中野区 株式会社 東都
10688 中野区 （有）東信⼯業
10689 中野区 ダンロップタイヤ中央（株）中野営業所
10690 中野区 ⽥中⾦属 ㈱
10691 中野区 （有） ⼤⻄屋
10692 中野区 東京都下⽔道局⻄部第⼀下⽔道事務所
10693 中野区 株式会社アースシステム
10694 中野区 タマリス  ㈱
10695 中野区 テルウェル東⽇本株式会社
10696 中野区 トヨタモビリティ東京株式会社中野新井店
10697 中野区 株式会社オープンハウス・アーキ
10698 中野区 タイムズサービス（株）中野サポートセンター
10699 中野区 狭⼭建設 ㈱
10700 中野区 ㈱東洋企画
10701 中野区 東京タケヤ販売 ㈱
10702 中野区 株式会社エステート⽩⾺ 中野店
10703 中野区 有限会社 ケイエステイ機材
10704 中野区 株式会社アルタナ東京
10705 中野区 ㈱ 丸井グループ
10706 中野区 株式会社ヒフミ
10707 中野区 森塗装⼯業株式会社
10708 中野区 ⼤成⾷品 ㈱
10709 中野区 株式会社ドリコムベスト中野営業所
10710 中野区 ⽇産東京販売株式会社



10711 中野区 株式会社OAシステムシャープ
10712 中野区 株式会社 アクティブ
10713 中野区 株式会社 望⽉設備興業
10714 中野区 株式会社⼤澤造園⼟⽊
10715 中野区 有信株式会社
10716 中野区 明成建設⼯業株式会社管理本部総務⼈事課
10717 中野区 マテックス株式会社
10718 中野区 社会福祉法⼈東京コロニーコロニー中野
10719 中野区 アサヒクリーン在宅介護センター野⽅
10720 中野区 有限会社⽔⼯技研
10721 中野区 株式会社クレバリーシステムズ
10722 中野区 定道興業株式会社
10723 中野区 ㈱ サンデンコー
10724 中野区 東京スバル株式会社中野店
10725 中野区 宮島物産 ㈱
10726 中野区 株式会社 アクティブ
10727 中野区 東信測量 ㈱
10728 中野区 ㈱まごころ式典伊藤葬儀社
10729 中野区 ⽇ 置 ㈱
10730 中野区 ㈱ 関⼝⼯務店
10731 中野区 ペンギンワックス ㈱東京⽀店
10732 中野区 ㈱ 井 塚
10733 中野区 ㈱ ⽶ 屋
10734 中野区 アズマ⼯業株式会社東京営業所
10735 中野区 ＨＯＹＡ株式会社ビジョンケア部⾨
10736 中野区 ㈱ 味ノマチダヤ
10737 中野区 ㈱ 恩 ⽥
10738 中野区 ⽥中電気 ㈱
10739 中野区 ⽇本公害技研株式会社
10740 中野区 ㈱ 光益社
10741 中野区 ユニオン住宅機器 ㈱
10742 中野区 ㈱ 第⼀興商東京⽀店
10743 中野区 株式会社 東京めいらく練⾺営業所
10744 中野区 吉⽥電気 ㈱
10745 中野区 ㈱ 便利社
10746 中野区 丸勝かつおぶし ㈱
10747 中野区 酒井薬品 ㈱ 中野営業所
10748 中野区 ⼩川⾃動⾞ ㈱中野営業所
10749 中野区 さかえ設備株式会社
10750 中野区 帝都博善株式会社
10751 中野区 東京サニテイション（株）
10752 中野区 ㈱ 七星科学研究所
10753 中野区 （有）千草園



10754 中野区 ⽩鷺産業 ㈱
10755 中野区 薮内塗料 ㈱
10756 中野区 吉村興業 ㈱
10757 中野区 中野区清掃事務所
10758 中野区 朝⽇重機建設株式会社
10759 中野区 ワカバ幼稚園
10760 中野区 ⼤和幼稚園
10761 中野区 功運寺まこと幼稚園
10762 中野区 東亜学園⾼等学校
10763 中野区 ㈱ダイトー
10764 中野区 三信計測⼯業 ㈱
10765 中野区 ㈱ 丸正ニューフーズ
10766 中野区 東京⾼速印刷 ㈱
10767 中野区 ⾼俊興業株式会社
10768 中野区 ⽇本⾃動ドア㈱東京⻄営業所
10769 中野区 ⽇本⾃動ドア㈱東京南営業所
10770 中野区 ⽇本⾃動ドア㈱東京北営業所
10771 中野区 （株）美柳東京店
10772 中野区 （株）バーンリペア東京センター
10773 中野区 栗⽥⼯業株式会社
10774 中野区 キャノンシステムアンドサポート株式会社
10775 中野区 宮園輸⼊⾞販売株式会社
10776 中野区 キリンホールディングス株式会社
10777 中野区 テイケイ株式会社
10778 中野区 株式会社中央建物管理
10779 杉並区 hit本社営業所
10780 杉並区 東京中央農業協同組合城⻄⽀店
10781 杉並区 株式会社クリーンテック
10782 杉並区 株式会社グランビル
10783 杉並区 株式会社 トキワ
10784 杉並区 東京消防庁杉並消防署
10785 杉並区 東京企業株式会社
10786 杉並区 叶屋 株式会社
10787 杉並区 松島運輸株式会社
10788 杉並区 警視庁杉並警察署
10789 杉並区 株式会社テラオカ東京中央⽀店
10790 杉並区 松島興業株式会社
10791 杉並区 株式会社 モンテローザ
10792 杉並区 和光電材 株式会社
10793 杉並区 株式会社 ⼩泉中央城⻄営業所
10794 杉並区 株式会社第⼀ビルメンテナンス
10795 杉並区 吉⽥設備⼯業株式会社
10796 杉並区 ⼤国屋電機⼯業株式会社



10797 杉並区 株式会社コムウェルトランスポートサービス
10798 杉並区 杉並区役所
10799 杉並区 AIクリニック
10800 杉並区 （株） カトレア⼯芸
10801 杉並区 明和物産株式会社
10802 杉並区 （有）草村商店
10803 杉並区 アクアプロ株式会社
10804 杉並区 株式会社 ⽇新
10805 杉並区 共⽴印刷（株）
10806 杉並区 牧野電設⼯業 （株）
10807 杉並区 株式会社ディー⼯房
10808 杉並区 ⼤幸住宅 （株）
10809 杉並区 （株）コムウェル
10810 杉並区 江州建設株式会社
10811 杉並区 フランスベッド株式会社メディカル杉並営業所
10812 杉並区 （株）  梶⾕商事
10813 杉並区 菊⽔テープ株式会社
10814 杉並区 株式会社ビー・エム・エル予防医学営業部
10815 杉並区 （有） ⽟野葬儀社
10816 杉並区 株式会社 アームレックス
10817 杉並区 リコ−ジャパン（株）
10818 杉並区 渡辺建設（株）
10819 杉並区 晴⾹堂株式会社
10820 杉並区 富⼠⾒興業 （株）
10821 杉並区 （株）オオツヤ
10822 杉並区 ⼩島電機⼯業株式会社中野営業所
10823 杉並区 株式会社ムサシノキカイ
10824 杉並区 セントラルファシリティーズ株式会社
10825 杉並区 アースサポート株式会社
10826 杉並区 （有）保⽥商会
10827 杉並区 東京ガスイズミエナジー株式会社お客様事業所
10828 杉並区 技研興業株式会社
10829 杉並区 ⽇本賃貸保証株式会社
10830 杉並区 株式会社 ⼩島⾷品
10831 杉並区 医療法⼈社団 ⽴靖会ひまわり⻭科
10832 杉並区 ⼤幸ホーム株式会社
10833 杉並区 コ−ザイ （株）
10834 杉並区 （株）タマス
10835 杉並区 マルト建設株式会社
10836 杉並区 （株）⽬時⼯務店
10837 杉並区 ⼤和冷機⼯業株式会社杉並営業所
10838 杉並区 株式会社橋場グランド社
10839 杉並区 特別養護⽼⼈ホームおぎくぼ紫苑



10840 杉並区 アクシス株式会社
10841 杉並区 株式会社 ユーダイ
10842 杉並区 アムティック株式会社⾼円寺⽀店
10843 杉並区 平和電気防災株式会社
10844 杉並区 種屋造園興業株式会社
10845 杉並区 株式会社阿部産業
10846 杉並区 株式会社コムウェル
10847 杉並区 ⼤同電興株式会社
10848 杉並区 ⽇本郵便株式会社杉並郵便局ゆうパック集配営業部
10849 杉並区 ⽇本郵便株式会社 杉並郵便局第⼀集配営業部
10850 杉並区 ⽇本郵便株式会社 杉並郵便局第⼆集配営業部
10851 杉並区 （株）渡辺⼀建設
10852 杉並区 （株）⽇本サービスセンター平安祭典・城⻄⽀社
10853 杉並区 ㈱NTT東⽇本ー南関東東京北⽀店設備部⾨ 中杉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ
10854 杉並区 （株）ジャパンクリニカルサ−ビス
10855 杉並区 杉並清掃事務所 ⾼円寺⾞庫
10856 杉並区 杉並区・杉並清掃事務所
10857 杉並区 株式会社三井住友銀⾏⾼円寺法⼈営業部
10858 杉並区 （株）  ⾼ 岡
10859 杉並区 杉⼭商事株式会社
10860 杉並区 ⽴正佼成会
10861 杉並区 ⽴花産業（株）
10862 杉並区 株式会社 細⽥⼯務店
10863 杉並区 救⼼製薬（株）
10864 杉並区 株式会社 ⼤和理器
10865 杉並区 （株） 堀内カラ−東京
10866 杉並区 ⽩⽯建設 （株）
10867 杉並区 ⽥中壁装 （株）
10868 杉並区 （株） クギセイ
10869 杉並区 ⽇本環境衛⽣（株）
10870 杉並区 （株）⽥中建設⼯業
10871 杉並区 ワ−ルド産業（株）
10872 杉並区 ハ−ト（株） 杉並⽀店
10873 杉並区 （株）佼成出版社
10874 杉並区 ロ−ト・ルータ−サ−ビス（株）
10875 杉並区 （株） 平⽥⼟⽊
10876 杉並区 私⽴杉並 ⽇の出幼稚園
10877 杉並区 （株）太陽⼯機
10878 杉並区 （株） ⽮島⼯務店
10879 杉並区 （株）中央
10880 杉並区 グリ−ン警備保障株式会社
10881 杉並区 （株）コ−ジー
10882 杉並区 （株）ビ−・エム・エル



10883 杉並区 ⼩原建設（株）東京⽀店
10884 杉並区 栄和清運（株）
10885 杉並区 株式会社ホンダカーズ東京中央⾼円寺店
10886 杉並区 ノーリツリビングクリエイト株式会社
10887 杉並区 ⾼井⼾警察署
10888 杉並区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス東京ガレージ荻窪
10889 杉並区 ㈱ホンダカーズ東京中央永福店
10890 杉並区 ⽇本キャタピラー合同会社東京⻄営業所
10891 杉並区 吉⽥⼯事株式会社
10892 杉並区 ⽇建リース（株）パナソニックエイジフリーショップ杉並
10893 杉並区 株式会社メディセオ
10894 杉並区 サンメディックス株式会社東京第三⽀店
10895 杉並区 ⼭崎製パン株式会社杉並⼯場
10896 杉並区 ケンコーマヨネーズ㈱
10897 杉並区 磐城⼟建⼯業株式会社
10898 杉並区 ㈱ジャパンモーターサービス
10899 杉並区 株式会社 電産
10900 杉並区 東京消防庁杉並消防署⾼井⼾出張所
10901 杉並区 株式会社カンドー中央・⻄部営業所
10902 杉並区 オーデリック株式会社東京⻄営業所
10903 杉並区 東邦建設株式会社
10904 杉並区 株式会社Ｃ．Ｐ．Ｓ．
10905 杉並区 ㈱⼤場造園
10906 杉並区 株式会社 阿曽⼯務店
10907 杉並区 ロイヤル・ビル管理株式会社
10908 杉並区 株式会社ＬＩＸＩＬトーヨーサッシ商事世⽥⾕店
10909 杉並区 佐藤建業株式会社
10910 杉並区 サントリービバレッジサービス㈱⾸都圏営業本部東京⻄⽀店
10911 杉並区 株式会社 東湘（（株）カンドー内）
10912 杉並区 峯村建設合資会社
10913 杉並区 琉建設株式会社
10914 杉並区 社会福祉法⼈済美会ひまわり作業所
10915 杉並区 ボルボ・カー杉並
10916 杉並区 興亜⼟⽊株式会社
10917 杉並区 箱根植⽊株式会社
10918 杉並区 株式会社シュテルン⾼井⼾メルセデス・ベンツ⾼井⼾
10919 杉並区 株式会社ジャガー東京・杉並⽀店
10920 杉並区 有限会社 ⿊光商事
10921 杉並区 富⼠テクノ株式会社
10922 杉並区 株式会社 ダスキンほづみ
10923 杉並区 ノーミシステム株式会社
10924 杉並区 株式会社ユニバーサル園芸東京⻄⽀店
10925 杉並区 株式会社ジェイコム東京杉並・中野局



10926 杉並区 マグナ通信⼯業株式会社
10927 杉並区 ⼩島電機⼯業株式会社杉並営業所
10928 杉並区 株式会社 丸三容器
10929 杉並区 株式会社オピカ
10930 杉並区 ㈱ALC Motoren Tokyo
10931 杉並区 ⽣活共同組合コープみらいコープデリ⾼井⼾センター
10932 杉並区 アウディジャパン販売株式会社アウディ杉並
10933 杉並区 株式会社 秦⼯務店
10934 杉並区 有限会社 隈井組
10935 杉並区 ㈱ホンダカーズ東京中央杉並店
10936 杉並区 セントラル硝⼦⼯事株式会社
10937 杉並区 トヨタモビリティ東京㈱井の頭店
10938 杉並区 株式会社 イズミコーワ
10939 杉並区 株式会社⼤塚⼯務店
10940 杉並区 株式会社 バルコム
10941 杉並区 株式会社 東京つちや
10942 杉並区 トヨタモビリティ東京㈱⾼井⼾インター店
10943 杉並区 東栄管機
10944 杉並区 ミサワリフォーム㈱
10945 杉並区 東京都⽔道局⻄部⽀所
10946 杉並区 教育開発出版株式会社
10947 杉並区 株式会社三菱東京UFJ銀⾏永福町⽀店
10948 杉並区 サントリービバレッジソリューション（株）
10949 杉並区 ケーオーデンタル株式会社東京営業所
10950 杉並区 丸美屋⾷品⼯業株式会社 本社東京⽀店
10951 杉並区 トヨタモビリティ東京㈱⾼井⼾北陸橋店
10952 杉並区 フォルクスワーゲンジャパン販売（株）
10953 杉並区 ホームトラスト株式会社杉並営業所
10954 杉並区 株式会社 アイネット
10955 杉並区 株式会社森事務所城⻄⽀店
10956 杉並区 株式会社東京プロカラー
10957 杉並区 ㈱カンドー中央・⻄部営業所
10958 杉並区 ⼀興産業株式会社
10959 杉並区 トヨタモビリティパーツ株式会社東京⽀社 杉並営業所
10960 杉並区 太平建材株式会社
10961 杉並区 株式会社 ガモウ
10962 杉並区 ㈱ホンダカーズ東京中央杉並宮前店
10963 杉並区 井出紙業 株式会社
10964 杉並区 株式会社ワタナベ東京⽀店
10965 杉並区 株式会社 関東マツダ⽅南町店
10966 杉並区 ⼭代建設株式会社東京⽀社
10967 杉並区 奥⼭管材機器株式会社
10968 杉並区 川島⾷品株式会社



10969 杉並区 株式会社美禅
10970 杉並区 株式会社ホシノ⾼井⼾⽀店
10971 杉並区 ⼤東㈱烏⼭店
10972 杉並区 トヨタモビリティ東京㈱代⽥橋店
10973 杉並区 トヨタモビリティ東京株式会社浜⽥⼭店
10974 杉並区 （株）ALC MotorenTokyoBMW杉並
10975 杉並区 東⽇本三菱⾃動⾞販売㈱⾼井⼾店
10976 杉並区 株式会社シー・アイ・シー⽬⿊営業所
10977 杉並区 株式会社シー・アイ・シー渋⾕第１営業所
10978 杉並区 ⽣花⼭本株式会社
10979 杉並区 東京スバル株式会社浜⽥⼭店
10980 杉並区 株式会社 済美建設
10981 杉並区 槌屋ヤック株式会社東京
10982 杉並区 株式会社ヤナセ杉並⽀店
10983 杉並区 東洋リントフリー株式会社
10984 杉並区 ミノシマ株式会社 中央営業所
10985 杉並区 ⽂化シャッターサービス（株）城⻄Ｓ．Ｓ
10986 杉並区 有限会社多摩開発
10987 杉並区 ⼭⽥照明株式会社
10988 杉並区 ⽇産東京販売株式会社浜⽥⼭店
10989 杉並区 株式会社正光社⻄営業所
10990 杉並区 株式会社ホーク・ワン
10991 杉並区 株式会社 WAVEI
10992 杉並区 株式会社協伸電設
10993 杉並区 ㈱花森
10994 杉並区 株式会社 トーシン
10995 杉並区 トヨタモビリティ東京株式会社⾼井⼾桜上⽔店
10996 杉並区 トヨタモビリティ東京㈱荻窪BPC
10997 杉並区 第⼀航業（株）
10998 杉並区 株式会社 杉並⾃動⾞学校
10999 杉並区 岩崎通信機 株式会社
11000 杉並区 FVジャパン株式会社
11001 杉並区 岩通ネットワークソリューション株式会社
11002 杉並区 株式会社 オザキ
11003 杉並区 株式会社 中村
11004 杉並区 株式会社 グリーンクロス東京⽀社
11005 杉並区 株式会社 昭和造園
11006 杉並区 ミサワホームセラミック㈱関東⽀店
11007 杉並区 株式会社 三⾦ 杉並営業所
11008 杉並区 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
11009 杉並区 ミサワホーム株式会社
11010 杉並区 コカ・コーラボトラーズジャパン（株）ベンディング杉並⽀店
11011 杉並区 株式会社ほずみ⾼井⼾⽀店



11012 杉並区 株式会社マンホール商会
11013 杉並区 杉並清掃事務所 ⽅南⽀所
11014 杉並区 京王建設株式会社
11015 杉並区 中村オートパーツ株式会社
11016 杉並区 トーヨークリエイツ株式会社
11017 杉並区 社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟杉並基地
11018 杉並区 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社チェーンストア杉並⽀店
11019 杉並区 コカ・コーラジャパンベンディング株式会社
11020 杉並区 株式会社たてものサービス
11021 杉並区 ⽇本郵便株式会社 杉並南郵便局
11022 杉並区 たいまつ⾷品株式会社東京⽀店
11023 杉並区 ⼀般財団法⼈ ⽇本健診財団
11024 杉並区 株式会社ストリート
11025 杉並区 松⽊建設株式会社
11026 杉並区 株式会社杏友会
11027 杉並区 成光産業株式会社
11028 杉並区 株式会社 アイコーホーム
11029 杉並区 インベイックス株式会社
11030 杉並区 三英電設株式会社
11031 杉並区 ⽇本計測⼯業株式会社
11032 杉並区 都興業株式会社
11033 杉並区 株式会社トウケンテクノ
11034 杉並区 福島興業株式会社
11035 杉並区 渡邊技建株式会社
11036 杉並区 ⼭崎製パン株式会社ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ事業統括本部
11037 杉並区 トライデントイタリア株式会社マセラティ杉並
11038 杉並区 根本特殊化学株式会社
11039 杉並区 株式会社ヨコハマタイヤジャパン杉並営業所
11040 杉並区 株式会社サイドタウン
11041 杉並区 パイオニア販売株式会社
11042 杉並区 株式会社ナフスポーツ
11043 杉並区 株式会社アクセル ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ杉並ﾌｨｱｯﾄ/ｱﾊﾞﾙﾄ杉並 ｼﾞｰﾌﾟ杉並店
11044 杉並区 たから幼稚園
11045 杉並区 ミナト⽮崎サービス株式会社
11046 杉並区 ⽇産東京販売株式会社杉並店
11047 杉並区 ミサワリフォーム株式会社⻄荻店
11048 杉並区 株式会社JSH訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝｺﾙﾃﾞｨｱｰﾚ杉並
11049 杉並区 ㈱LIXIL関東⽀店広域⽀社
11050 杉並区 株式会社グリーンエイトセントラル薬局永福店
11051 杉並区 株式会社勇和造園
11052 杉並区 株式会社アレップス東京⻄サービスセンター
11053 杉並区 サミット株式会社
11054 杉並区 新⽇興⾃動⾞株式会社



11055 杉並区 株式会社カンドー導管事業本部計画推進部
11056 杉並区 ⽇都産業株式会社営業部・メンテナンス部
11057 杉並区 古⽥ガラス株式会社
11058 杉並区 ワタナベフーマック株式会社関東事業部 東京営業所
11059 杉並区 ⻄荻まこと幼稚園
11060 杉並区 ⼤宮⼋幡宮⼤宮幼稚園
11061 杉並区 久我⼭幼稚園
11062 杉並区 ⼤和測量設計株式会社
11063 杉並区 （株）スズキ⾃販東京アリーナ杉並⽅南
11064 杉並区 総合化⼯株式会社
11065 杉並区 三島⾷品株式会社
11066 杉並区 株式会社幸和企画
11067 杉並区 株式会社アーバン⿊岡⼯業
11068 杉並区 ⿃⽻建設株式会社
11069 杉並区 株式会社⽮⼝塗装店
11070 杉並区 株式会社 ⾹椎
11071 杉並区 加濃建設株式会社
11072 杉並区 東京都⽔道局給⽔部⽔道緊急隊
11073 杉並区 東京都⽔道局⻄部建設事務所
11074 杉並区 株式会社博善社
11075 杉並区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス浜⽥⼭
11076 杉並区 デイサービス夢楽井荻
11077 杉並区 株式会社ボンズ
11078 杉並区 株式会社オープンハウス荻窪営業センター
11079 杉並区 東京消防庁荻窪消防署
11080 杉並区 阿部興業株式会社城⻄⽀店
11081 杉並区 創建ホームズ（株）
11082 杉並区 ⽇本郵便株式会社荻窪郵便局
11083 杉並区 ⻲屋酒類販売（株）
11084 杉並区 東京都下⽔道サービス（株）
11085 杉並区 野⽥造園株式会社
11086 杉並区 （株）⼩泉
11087 杉並区 いずみテクノス（株）
11088 杉並区 ダイハツ東京販売（株）荻窪店
11089 杉並区 （株）永島鋪道
11090 杉並区 警視庁荻窪警察署
11091 杉並区 フローレンスケア荻窪
11092 杉並区 秋葉建設⼯業株式会社
11093 杉並区 株式会社コムクラフト
11094 杉並区 株式会社 ⾬宮 東京⽀店
11095 杉並区 株式会社 三栄建築設計東京⽀店
11096 杉並区 株式会社 忠武建基
11097 杉並区 介護⽼⼈保健施設シーダ・ウォーク



11098 杉並区 ⽇本郵便株式会社荻窪郵便局今川分室
11099 杉並区 株式会社 杉メンテナンス
11100 杉並区 渡辺パイプ株式会社杉並電⼯サービスセンター
11101 杉並区 東京消防庁荻窪消防署下井草出張所
11102 杉並区 三井不動産リアルティ株式会社荻窪店
11103 杉並区 株式会社千代⽥
11104 杉並区 株式会社井⼝鉱油
11105 杉並区 株式会社 関⼯パワーテクノ
11106 杉並区 (有)グランドサービス杉並営業所
11107 杉並区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス荻窪
11108 杉並区 株式会社群⾺銀⾏荻窪⽀店
11109 杉並区 （株）ポプラ
11110 杉並区 （株）ルイ⾼商会
11111 杉並区 株式会社ホンダカーズ東京中央荻窪店
11112 杉並区 株式会社ディッグ
11113 杉並区 （有）井草興業
11114 杉並区 ⼤⼀建設株式会社
11115 杉並区 株式会社ＭＧファシリティーズ東京⻄事業所
11116 杉並区 東京都⼿をつなぐ育成会杉並育成園 すだちの⾥すぎなみ
11117 杉並区 （株）ノムラ
11118 杉並区 （株）三葉
11119 杉並区 東京ガスイズミエナジー株式会社井草店
11120 杉並区 東京ガスイズミエナジー株式会社南杉並店
11121 杉並区 ⼭内建設（株）
11122 杉並区 三井ホーム株式会社荻窪お客様センター
11123 杉並区 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ株⼩平事業所荻窪ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
11124 杉並区 株式会社藤和ハウス 荻窪店
11125 杉並区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏荻窪⽀店
11126 杉並区 ⼤東建託株式会社杉並⽀店
11127 杉並区 株式会社 ネットワーク
11128 杉並区 特定⾮営利活動法⼈ネパール教育⽀援センター
11129 杉並区 東急リバブル（株）荻窪センター
11130 杉並区 株式会社ツクイ杉並下井草
11131 杉並区 株式会社スズキ⾃販東京アリーナ杉並
11132 杉並区 株式会社スズキ⾃販東京アリーナ⻄荻窪
11133 杉並区 株式会社 マルギン
11134 杉並区 伸和電設株式会社
11135 杉並区 トヨタモビリティ東京株式会社U-Car井荻店
11136 杉並区 ファミリーイナダ株式会社東京⽀店
11137 杉並区 （株）フォルテック
11138 杉並区 株式会社タクト
11139 杉並区 株式会社三栄クラフター
11140 杉並区 東京スバル（株）杉並店



11141 杉並区 松本電興株式会社
11142 杉並区 ⼩⻄医療器株式会社東京営業所
11143 杉並区 （有）綜合建装
11144 杉並区 コカ・コーラボトラーズジャパンビジネスサービス（株）
11145 杉並区 栄新テクノ（株）
11146 杉並区 （株）チャイルド社
11147 杉並区 ㈱⻄原環境⾸都圏⽀店杉並営業所
11148 杉並区 株式会社かんぽ⽣命
11149 杉並区 ソネット（株）東京⽀店
11150 杉並区 （株）みずほ銀⾏荻窪⽀店
11151 杉並区 （株）東京都⺠互助会
11152 杉並区 （株）ユニフレックス
11153 杉並区 （株）三豊
11154 杉並区 株式会社フードリエ
11155 杉並区 諫早建設株式会社
11156 杉並区 東信⽔産株式会社
11157 杉並区 （株）エス・ピー・ネットワーク
11158 杉並区 株式会社アイ・ティ・エス
11159 杉並区 ヨシモト⾃動⾞（株）
11160 杉並区 ㈱穂⾼リネンサプライ
11161 杉並区 三井住友信託銀⾏株式会社荻窪⽀店
11162 杉並区 （株）バンダイナムコフィルムワークス
11163 杉並区 株式会社セノン
11164 杉並区 東九電気⼯事（株）
11165 杉並区 （株）興建社
11166 杉並区 東京標識（株）
11167 杉並区 ⼀般社団法⼈衛⽣⽂化協会城⻄病院
11168 杉並区 株式会社スプーン
11169 杉並区 （株）三善
11170 杉並区 東京⼭⼿⾷糧販売協同組合
11171 杉並区 トヨタモビリティ東京株式会社井荻店
11172 杉並区 株式会社 村⽥設備
11173 杉並区 （株）丸建興業
11174 杉並区 （株）保全⼯業
11175 杉並区 （有）オールネットワーク
11176 杉並区 王⼦斎藤紙業株式会社杉並営業所
11177 杉並区 ハラダ製茶販売株式会社
11178 杉並区 株式会社バンダイナムコピクチャーズ
11179 杉並区 株式会社進路情報ネットワーク
11180 杉並区 （株）ワークス
11181 杉並区 ⽇産東京販売（株）荻窪店
11182 杉並区 （株）アルファー企業
11183 杉並区 岩井コスモ証券株式会社⻄荻窪⽀店



11184 杉並区 ⽇本ビルコン株式会社東⽇本事業城⻄サービスセンター
11185 杉並区 株式会社福屋不動産販売
11186 杉並区 武蔵興産株式会社
11187 杉並区 有限会社 ⽉光
11188 杉並区 協和産業（株）
11189 杉並区 株式会社東京Ground service
11190 杉並区 sync9株式会社
11191 杉並区 医療法⼈財団 荻窪病院
11192 杉並区 井荻聖⺟幼稚園
11193 杉並区 ⼤澤⽣コン（株）
11194 杉並区 ＭＩＮＩ杉並
11195 杉並区 社会福祉法⼈ 正吉福祉会すぎなみ正吉苑
11196 杉並区 社会福祉法⼈⼋成ふれあいの家⼋成れいんぼう
11197 杉並区 アイム・ユニバース建設
11198 杉並区 アイム・ユニバース
11199 杉並区 アルフレッサ（株）
11200 杉並区 株式会社マルゴ
11201 杉並区 ⼤栄（株）東京営業所
11202 杉並区 （株）⽇本標準
11203 杉並区 株式会社SUNRISE BEYOND
11204 杉並区 (株)ジャパンエコロジー
11205 杉並区 株式会社荻窪⾃動⾞学校
11206 杉並区 株式会社フォーレスト
11207 杉並区 （株）アペックス⾸都圏⽀社 杉並営業所
11208 杉並区 三和⼯営（株）
11209 杉並区 （株）ウチヤマサニタリー
11210 杉並区 昌英塗装⼯業（株）
11211 杉並区 株式会社 関東マツダ
11212 杉並区 フルタ製菓（株）東京⽀店
11213 杉並区 トシン電気（株）荻窪営業所
11214 杉並区 東京ガスライフバル保⾕（株）
11215 杉並区 興振⼯業（株）
11216 杉並区 渡辺パイプ株式会社杉並サービスセンター
11217 杉並区 ⽯川設備⼯業（株）
11218 杉並区 トヨタモビリティ東京株式会社井草店
11219 杉並区 （株）レイディックコンサルタント
11220 杉並区 （株）三法
11221 杉並区 （株）関電⼯東京配電⽀社杉並営業所
11222 杉並区 株式会社ホンダカーズ東京中央井荻店
11223 杉並区 （株）総合整備
11224 杉並区 ㈱⽊曽路善福寺店
11225 杉並区 セントラル警備保障（株）東京警送事業部荻窪営業所
11226 杉並区 （株）伊藤園杉並⽀店



11227 杉並区 ディサービスセンターなごやか下井草
11228 杉並区 グロービート・ジャパン（株）
11229 杉並区 綜合警備保障株式会社城⻄⽀社
11230 杉並区 株式会社⼤塚商会杉並⽀店
11231 杉並区 せらび荻窪
11232 杉並区 東京ガスリノベーション株式会社リヴィングモア東京⻄
11233 杉並区 社会福祉法⼈いたるセンターあけぼの作業所
11234 杉並区 パナソニック コンシューマーマーケティング㈱
11235 杉並区 株式会社 東栄住宅
11236 杉並区 株式会社⿂耕ホールディングス
11237 杉並区 株式会社三栄建築設計住宅営業部
11238 杉並区 ⽇本賃貸保証株式会社東京⻄⽀店
11239 杉並区 三和シャッター⼯業株式会社
11240 杉並区 シンコー・克明⼯業株式会社
11241 杉並区 丸井産業㈱⻄東京（営）
11242 杉並区 東京ガスネットワーク株式会社
11243 杉並区 株式会社 交通建設⼟⽊⽀店 荻窪作業所
11244 杉並区 株式会社メルディアリアルティ
11245 杉並区 株式会社 東勝建設
11246 豊島区 警視庁（他3） 
11250 豊島区 豊島⾃動⾞練習所
11251 豊島区 医療法⼈社団黎明会⼤塚クリニック
11252 豊島区 中央理化⼯業㈱
11253 豊島区 アズビルトレーディング株式会社
11254 豊島区 アズビル⾦⾨（株）東京⽀社
11255 豊島区 株式会社アスリートアルファ
11256 豊島区 ナンコー電気㈱
11257 豊島区 株式会社 三進ろ過⼯業
11258 豊島区 上原⾃動⾞⼯業（株）
11259 豊島区 ㈱久世
11260 豊島区 株式会社東京渥美組
11261 豊島区 ㈱アイヴィジット⼤塚センター
11262 豊島区 セントケア東京（株）
11263 豊島区 パナソニックホームズ株式会社東京東⽀社
11264 豊島区 株式会社 施⼯技術研究所
11265 豊島区 ＮＴＴノードエナジー株式会社東⽇本事業本部東京事業部東京北
11266 豊島区 ⽥中電機⼯業㈱
11267 豊島区 株式会社東光コンサルタンツ本社事業部
11268 豊島区 ハヤシホールディングス株式会社
11269 豊島区 ダイオーミウラ株式会社
11270 豊島区 株式会社 トライフ
11271 豊島区 ⼤和冷機⼯業株式会社 豊島営業所
11272 豊島区 株式会社 ハウステック



11273 豊島区 株式会社ベストン
11274 豊島区 （株）安⽥塗装
11275 豊島区 三井ホーム株式会社東京オーナーサポート部
11276 豊島区 ㈱井⼾商店
11277 豊島区 東京豊島⻘果㈱
11278 豊島区 株式会社ハウスメイトワークスリフォーム事業部⽴会業務センタ
11279 豊島区 株式会社エムイーテクニカ
11280 豊島区 ⽂化シャッターサービス株式会社
11281 豊島区 株式会社カミエイ
11282 豊島区 （株）アール・エス・シー
11283 豊島区 株式会社 九電⼯ 東京本社
11284 豊島区 ㈱セレスポ
11285 豊島区 東邦レオ㈱
11286 豊島区 橋本電気㈱
11287 豊島区 株式会社 九電⼯ 東京⽀社
11288 豊島区 ㈱三⽯⼯業所
11289 豊島区 株式会社シー・アイ・シー
11290 豊島区 ㈱ハウスメイトワークス東京⽀店
11291 豊島区 東邦管⼯建設㈱
11292 豊島区 ㈱村井
11293 豊島区 ㈱⽇産フィナンシャルサービス
11294 豊島区 ディーブイエックス㈱東京営業所
11295 豊島区 ㈱ファクト
11296 豊島区 BIG DAISHOWA Japan株式会社
11297 豊島区 東和科学株式会社
11298 豊島区 株式会社 たてものサービス
11299 豊島区 芥川製菓㈱
11300 豊島区 テクニカルクラフト㈱
11301 豊島区 ㈱⽇⽴プラントサービス東部統括部
11302 豊島区 ㈱テクノ菱和東京本店
11303 豊島区 菱建基礎株式会社
11304 豊島区 アイバ産業株式会社
11305 豊島区 デュプロ株式会社
11306 豊島区 株式会社ジャメックス
11307 豊島区 株式会社ツツミワークス東京⽀店
11308 豊島区 関根建設㈱
11309 豊島区 株式会社三井住友銀⾏池袋法⼈営業第⼆部
11310 豊島区 株式会社歌⼯務店
11311 豊島区 株式会社ＶＡＸ
11312 豊島区 株式会社 第⼀広房ＴＯＫＹＯ
11313 豊島区 株式会社 テックス
11314 豊島区 株式会社ティー・ジェイ
11315 豊島区 ㈱マルタケ東京⽀店



11316 豊島区 株式会社 エー・アンド・デイ
11317 豊島区 森永⽜乳城北販売㈱
11318 豊島区 ⽇輸⼯業㈱
11319 豊島区 ㈱鳴浜リース
11320 豊島区 株式会社 三和企商
11321 豊島区 ㈱共同防災
11322 豊島区 開発⻁ノ⾨コンサルタント
11323 豊島区 ⽇章機械株式会社
11324 豊島区 株式会社 創電社
11325 豊島区 株式会社橋本屋 ⾃動⾞事業部
11326 豊島区 エスビック㈱東京⽀店
11327 豊島区 株式会社東邦興⾏
11328 豊島区 株式会社 ⼩松原⼯務店
11329 豊島区 ㈱協栄電⼯社
11330 豊島区 ＢＸテンパル株式会社 本社
11331 豊島区 株式会社梅電社 東京営業所
11332 豊島区 ＦＶジャパン株式会社
11333 豊島区 株式会社⼩暮電機商会
11334 豊島区 株式会社 ジックス
11335 豊島区 株式会社フロンティア
11336 豊島区 コットン・ラボ株式会社
11337 豊島区 ㈱アラクス東京
11338 豊島区 信友保険サービス株式会社
11339 豊島区 株式会社正栄マーク製作所
11340 豊島区 ⽂化シャッターサービス株式会社東部メンテナンス⽀店
11341 豊島区 森陶管株式会社
11342 豊島区 近代商事㈱
11343 豊島区 ⻘星⾷品株式会社
11344 豊島区 株式会社東京天理教館東京スイミングセンター
11345 豊島区 東京医療サービス株式会社
11346 豊島区 ⽇産⾃動⾞販売（株）池袋店
11347 豊島区 経塚⼯業株式会社 総括部
11348 豊島区 岩波建設㈱
11349 豊島区 株式会社クレディセゾン
11350 豊島区 ⽩洋舎⼤塚営業所
11351 豊島区 ㈱カシマ
11352 豊島区 櫻⼯業株式会社
11353 豊島区 株式会社 プレミアアシスト
11354 豊島区 新星塗装㈱
11355 豊島区 巣鴨信⽤⾦庫 ⼤塚⽀店
11356 豊島区 ㈱トシマ
11357 豊島区 広洋産業㈱
11358 豊島区 ⽯井電気通信㈱



11359 豊島区 東京電⼒パワーグリッド㈱⼤塚⽀社
11360 豊島区 陽光ビルＭＥ㈱
11361 豊島区 東京消防庁 豊島消防署
11362 豊島区 ㈱百⽇草
11363 豊島区 巣鴨信⽤⾦庫本店
11364 豊島区 中外製薬（株）城⻄オフィス
11365 豊島区 巣鴨警察署
11366 豊島区 ㈱マルエツ
11367 豊島区 ㈱トーエネック東京本部
11368 豊島区 島津メディカルシステムズ㈱
11369 豊島区 ダイハツ東京販売㈱Ｄモール池袋店
11370 豊島区 東京都第四建設事務所
11371 豊島区 ㈱⾙沢⼯業所
11372 豊島区 東京都交通安全協会道路使⽤適正課⼤塚第⼆事務所
11373 豊島区 東京都交通安全協会道路使⽤適正課⼤塚第⼀事務所
11374 豊島区 ㈱平⽂社
11375 豊島区 東京都⺠共済⽣活協同組合
11376 豊島区 ㈱鈴⽊シャッター
11377 豊島区 タイガー魔法瓶株式会社東京⽀店
11378 豊島区 ㈱⼩林⼯芸社
11379 豊島区 ⽇産⾃動⾞販売㈱巣鴨店
11380 豊島区 （有）カナモリ
11381 豊島区 吉野⽯膏販売㈱
11382 豊島区 ㈱⼤塚商会城北営業部
11383 豊島区 ㈱セシム
11384 豊島区 ㈱フルヤ⾦属
11385 豊島区 ㈱⼤⽇⼯務店
11386 豊島区 ㈱ロンテクノ
11387 豊島区 テックエンジニアリング㈱
11388 豊島区 （有）梅⽥商店
11389 豊島区 エイバン商事㈱
11390 豊島区 富⼠防災㈱
11391 豊島区 リコージャパン（株）
11392 豊島区 ⽊⼝総合保全（株）
11393 豊島区 （株）川本製作所
11394 豊島区 東京海上⽇動⽕災保険株式会社
11395 豊島区 東電さわやかケアポートとしま東電パートナーズ㈱
11396 豊島区 ⽇本郵便株式会社豊島郵便局
11397 豊島区 マルヤス機械株式会社東京⽀店
11398 豊島区 株式会社三井住友銀⾏池袋法⼈営業第⼀部
11399 豊島区 株式会社⽇本ロックサービス
11400 豊島区 第⼀三共（株）東京⽀店城⻄第⼆営業所
11401 豊島区 アズビル⾦⾨（株）巣鴨事業所



11402 豊島区 セントラルウエルネスクラブ上池袋
11403 豊島区 アズビル株式会社⼤塚オフィス
11404 豊島区 デンタルサポート株式会社⼤塚事務所
11405 豊島区 全藥⼯業株式會社
11406 豊島区 全薬販売㈱
11407 豊島区 特別養護⽼⼈ホーム菊かおる園
11408 豊島区 ㈱カネカサンスパイス東京⽀店
11409 豊島区 ゴトウコンクリート株式会社東京営業所
11410 豊島区 エリエールビジネスサポート株式会社
11411 豊島区 株式会社スズケン
11412 豊島区 株式会社システム機器販売
11413 豊島区 株式会社セレスポ建設式典事業部
11414 豊島区 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
11415 豊島区 ⽇本メディカルオネスト株式会社
11416 豊島区 株式会社コメットカトウ東京⽀店
11417 豊島区 東京電⼒パワーグリッド㈱東京通信ネットワークセンター
11418 豊島区 （株）三菱ＵＦＪ銀⾏池袋⽀店
11419 豊島区 住友林業株式会社住宅・建築事業本部池袋⽀店
11420 豊島区 株式会社サンレディース⾸都圏本部
11421 豊島区 （株）ジャパン・イーグルス
11422 豊島区 岩崎エアーテック株式会社東京営業所
11423 豊島区 豊島区⼟⽊部道路整備課道路⼯事事務所
11424 豊島区 株式会社ハウスメイトマネジメント東京⽀店
11425 豊島区 フネンアクロス株式会社
11426 豊島区 株式会社東武警備サポート
11427 豊島区 株式会社 フローリック
11428 豊島区 株式会社 そごう・⻄武⻄武池袋本店
11429 豊島区 株式会社筑波屋商店
11430 豊島区 ⽇本化薬フードテクノ株式会社東京営業所
11431 豊島区 ⽇研⼯業株式会社
11432 豊島区 須藤⽯材株式会社
11433 豊島区 株式会社 平喜屋
11434 豊島区 住友林業ホームテック株式会社池袋⽀店
11435 豊島区 東光送電⼯事株式会社
11436 豊島区 株式会社 梅⽥商店
11437 豊島区 東京燃料林産株式会社
11438 豊島区 株式会社 愛⼯⼤興
11439 豊島区 株式会社 東京管理
11440 豊島区 三宝商事株式会社
11441 豊島区 三和シャッター⼯業株式会社
11442 豊島区 セリパック株式会社
11443 豊島区 カンロ株式会社⾸都圏販売部⾸都圏東⽀店
11444 豊島区 みずほ信託銀⾏株式会社池袋⽀店



11445 豊島区 Asnet株式会社
11446 豊島区 東京都豊島区 豊島清掃事務所
11447 豊島区 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社池袋⽀店
11448 豊島区 損害保険ジャパン株式会社北東京⽀店 池袋⽀社
11449 豊島区 株式会社森事務所池袋⽀店
11450 豊島区 株式会社楢岡商会
11451 豊島区 株式会社建築資料研究社
11452 豊島区 パーパス株式会社
11453 豊島区 東急リバブル株式会社
11454 豊島区 明伸⼯機株式会社東京営業所
11455 豊島区 みよの台薬局株式会社
11456 豊島区 （株）ホンダカーズ東京中央東池袋店
11457 豊島区 九興総合設備株式会社
11458 豊島区 株式会社エル・ティー・エフ東京⽀店
11459 豊島区 株式会社 ラネット
11460 豊島区 株式会社LiveSympathy
11461 豊島区 菱機⼯業株式会社東京本社
11462 豊島区 (株)ＵＲコミュニティ東京北住まいセンター
11463 豊島区 積⽔ハウス株式会社東京北⽀店
11464 豊島区 旭化成ホームズ株式会社集合住宅営業本部集合東京北⽀店
11465 豊島区 スターツＣＡＭ株式会社
11466 豊島区 三井住友信託銀⾏株式会社池袋⽀店
11467 豊島区 ⼤三⼯業株式会社
11468 豊島区 積⽔ハウス株式会社東京北シャーメゾン⽀店
11469 豊島区 住友林業緑化株式会社池袋営業所
11470 豊島区 ⽇本ライフライン株式会社東京第⼀営業所
11471 豊島区 株式会社アイヴィジット
11472 豊島区 丸⼀⼯業株式会社
11473 豊島区 豊興⾃動⾞株式会社
11474 豊島区 岡三証券(株)池袋⽀店
11475 豊島区 ⼀ノ⾕建設株式会社
11476 豊島区 スターツCAM株式会社ハウジング⼯事部 城⻄地区
11477 豊島区 ラディックス株式会社池袋営業所
11478 豊島区 ニプロ株式会社
11479 豊島区 株式会社オープンハウス池袋営業センター
11480 豊島区 テイケイ株式会社池袋⽀店
11481 豊島区 株式会社 要興業
11482 豊島区 株式会社アールソリューション
11483 豊島区 東京セキスイファミエス（株）東京⽀店 東京東営業所
11484 豊島区 損害保険ジャパン株式会社
11485 豊島区 株式会社パーパスエコテック
11486 豊島区 株式会社 みずほ銀⾏池袋法⼈第⼀部
11487 豊島区 医療法⼈社団松和会新線池袋クリニック



11488 豊島区 塩野義製薬株式会社
11489 豊島区 株式会社ヤマダデンキLABI1LIFEセレクト池袋
11490 豊島区 学校法⼈ サンシャイン学園
11491 豊島区 みずほ証券株式会社池袋⽀店
11492 豊島区 塩野義製薬株式会社
11493 豊島区 ＭＩフォース株式会社
11494 豊島区 ＡＺＥＳＴ株式会社
11495 豊島区 株式会社ファミリーマート店舗再⽣本部第２運営部
11496 豊島区 株式会社オアシスソリューション
11497 豊島区 ㈱イーエムシステムズ東京⽀店
11498 豊島区 株式会社東京タカラ商会
11499 豊島区 ＭＩフォース株式会社
11500 豊島区 菱商テクノ株式会社
11501 豊島区 浦野⼯業株式会社
11502 豊島区 （株）東京即売
11503 豊島区 株式会社C・S・R
11504 豊島区 ジョウサイ警備株式会社
11505 豊島区 中央労働⾦庫池袋⽀店
11506 豊島区 （株）ｏｎｅＡ
11507 豊島区 株式会社 ツツミワークス
11508 豊島区 （株）武蔵野種苗園
11509 豊島区 ＩＨＩ運搬機械株式会社東京第六サービスセンター
11510 豊島区 持⽊鋼球軸受株式会社
11511 豊島区 警視庁池袋警察署
11512 豊島区 株式会社 城⻄第⼀興商
11513 豊島区 ミサワリフォーム株式会社
11514 豊島区 警視庁職員信⽤組合 池袋⽀店
11515 豊島区 株式会社ニップコーポレーション
11516 豊島区 株式会社⼭城精機製作所
11517 豊島区 トヨタモビリティ東京株式会社池袋店
11518 豊島区 ⽅円建築⼯房株式会社東京⽀店
11519 豊島区 養⽼乃瀧株式会社
11520 豊島区 株式会社創建
11521 豊島区 株式会社 ⼭⼝⼯業
11522 豊島区 塩野義製薬株式会社池袋営業所
11523 豊島区 株式会社城北⽯⽥ハカリ
11524 豊島区 株式会社 ハピネス
11525 豊島区 株式会社スペース・サンダー
11526 豊島区 積⽔ハウス不動産東京株式会社東京北賃貸営業所
11527 豊島区 万平商事（株）
11528 豊島区 株式会社エクシング池袋⽀店
11529 豊島区 （株）倉本産業
11530 豊島区 マテックス（株）



11531 豊島区 株式会社オープンハウス・アーキテクト 池袋事務所
11532 豊島区 富⼠フィルムビジネスイノベーションジャパン（株）
11533 豊島区 東京信⽤⾦庫
11534 豊島区 エースコック株式会社東京オフィス
11535 豊島区 レシップ株式会社東京営業所
11536 豊島区 ⼤塚製薬（株）池袋出張所
11537 豊島区 トヨタモビリティ東京株式会社池袋エリア・ユニット
11538 豊島区 株式会社コバックス
11539 豊島区 株式会社サッポロ実業
11540 豊島区 ⽇本⾷研株式会社東京⽀店
11541 豊島区 株式会社タイセイ・ハウジー池袋営業所
11542 豊島区 株式会社エイチケイグラフィックス
11543 豊島区 キスコフーズ株式会社
11544 豊島区 医療法⼈社団明善会榎本クリニック
11545 豊島区 株式会社福屋不動産販売
11546 豊島区 医療法⼈社団偕翔会豊島中央病院
11547 豊島区 株式会社ローソン東京北⽀店
11548 豊島区 ⼯藤⼯機（株）
11549 豊島区 フジテック株式会社池袋サービスセンター
11550 豊島区 株式会社アイコットリョーワ東京⽀店
11551 豊島区 マサル⼯業株式会社
11552 豊島区 東都⾃動⾞（株）
11553 豊島区 （株）千代⽥機械製作所
11554 豊島区 朝⽇⽣命保険相互会社池袋営業所
11555 豊島区 株式会社 新⽣・エージェンシー
11556 豊島区 宮澤商事（株）
11557 豊島区 スターツ証券株式会社池袋営業所
11558 豊島区 株式会社学⽣情報センター東京北・埼⽟営業所
11559 豊島区 （有）ブロス
11560 豊島区 アルプス住宅サービス株式会社
11561 豊島区 キャノンシステムアンドサポート㈱豊島サービスセンター
11562 豊島区 株式会社NF千代⽥エレクトロニクス東京営業所
11563 豊島区 株式会社リペア池袋店
11564 豊島区 株式会社ケイエムアドシステム
11565 豊島区 こざくら幼稚園
11566 豊島区 （株）渡辺商店
11567 豊島区 ササキ（株）池袋⽀店
11568 豊島区 旭化成ホームズ株式会社東京北⽀店
11569 豊島区 株式会社商⼯組合中央⾦庫池袋⽀店
11570 豊島区 （株）クリアックス
11571 豊島区 （株）中⻄商会
11572 豊島区 池⼝洋紙（株）
11573 豊島区 菱電商事（株）



11574 豊島区 （株）カントー池袋⽀店
11575 豊島区 東京通信機（株）
11576 豊島区 株式会社折原
11577 豊島区 総合警備保障（株）城北⽀社
11578 豊島区 豊島区役所 都市整備部道路管理課
11579 豊島区 科研製薬㈱関東⽀店
11580 豊島区 （有）ダスキンベルウェイ
11581 豊島区 （株）名村⼤成堂
11582 豊島区 ニコニコのり株式会社 東京⽀店
11583 豊島区 株式会社 トーエイ
11584 豊島区 住友ファーマ株式会社
11585 豊島区 フヂ商事（株）
11586 豊島区 株式会社 ホゼン
11587 豊島区 参天製薬株式会社 医薬事業部
11588 豊島区 ホシザキ関東 株式会社
11589 豊島区 株式会社ダスキン ダスキン雑司が⾕
11590 豊島区 株式会社 ローヤルエンジニアリング
11591 豊島区 株式会社エムエムシー企画
11592 豊島区 ⼀建設株式会社
11593 豊島区 （株）教育芸術社
11594 豊島区 京浜管鉄⼯業株式会社
11595 豊島区 （株）東ハト
11596 豊島区 （株）いさみ屋
11597 豊島区 株式会社 読売ＰＲ
11598 豊島区 ＴＯＴＯメンテナンス（株）北東京サービスセンター
11599 豊島区 中部安全サービス保障株式会社池袋事務所
11600 豊島区 （株）クリタス
11601 豊島区 徳⼒建設⼯業（株）
11602 豊島区 医療法⼈社団ゆみのゆみのハートクリニック
11603 豊島区 東京都住宅供給公社⽬⽩窓⼝センター
11604 豊島区 藤倉電気⼯業（株）
11605 豊島区 株式会社東洋コンサルタント
11606 豊島区 豊島⼯業（株）
11607 豊島区 （株）デサント東京オフィス
11608 豊島区 株式会社浜⼄⼥ 東京⽀店
11609 豊島区 ㈱ホンダカーズ東京中央豊島店
11610 豊島区 T-LIFE株式会社
11611 豊島区 （株）泉屋ノザキ
11612 豊島区 ⼤鵬薬品⼯業（株）東京⽀店 城⻄出張所
11613 豊島区 （株）都市建設
11614 豊島区 ムサシ電⼦（株）
11615 豊島区 双⽴電機（株）
11616 豊島区 ㈱トヨタファシリティーサービス



11617 豊島区 イカリ消毒㈱ 池袋営業所
11618 豊島区 株⽊建設（株）
11619 豊島区 ㈱リビングクリエイト
11620 豊島区 ㈱オープンハウス・アーキテクト池袋店
11621 豊島区 三和ベンドサービス（株）
11622 豊島区 テクト（株）
11623 豊島区 株式会社タワー・メンテナンス
11624 豊島区 ディーブイエックス（株）
11625 豊島区 株式会社フャイアーコントロール
11626 豊島区 ナカノエンジニアリング（株）
11627 豊島区 （株）アルバン
11628 豊島区 児⽟コンクリート⼯業（株）
11629 豊島区 ㈱⽇栄⽯油
11630 豊島区 （株）美光
11631 豊島区 ㈱オムテック
11632 豊島区 有限会社 ビリーフ
11633 豊島区 （株）ファミリーマート東京第２リージョン開発グループ
11634 豊島区 （株）⼀光ユニテクス
11635 豊島区 ⼤光電設（株）
11636 豊島区 パナソニック電材ソリューションズ（株）
11637 豊島区 ㈱ファミリーマート東京第2リージョン板橋営業所
11638 豊島区 学校法⼈ 後藤学園
11639 豊島区 ⼩泉電機㈱
11640 豊島区 エームサービス㈱ＲＳ城⻄営業所
11641 豊島区 （株）共和
11642 豊島区 （株）キョーシン
11643 豊島区 株式会社 タカゾノ
11644 豊島区 ㈱ファミリーマート東京第2リージョン⼤森営業所
11645 豊島区 ㈱ファミリーマート東京第2リージョン⻘⼭営業所
11646 豊島区 （株）浅⽥飴
11647 豊島区 ⼤⽐良⼯業（株）
11648 豊島区 株式会社アイズ・コミュニケーション
11649 豊島区 東京消防庁池袋消防署
11650 豊島区 アットホーム株式会社城北営業所
11651 豊島区 聖和建設 株式会社
11652 豊島区 冨⼠製袋機⼯業（株）
11653 豊島区 株式会社 クリアックス
11654 豊島区 (株)ファミリーマート東京第2リージョン練⾺営業所
11655 豊島区 （株）⽇本ホップス
11656 豊島区 旭化成住宅建設㈱東京事業部東京事業所
11657 豊島区 東京都下⽔道サービス㈱豊島事業所
11658 豊島区 千葉エンジニアリング㈱東京⽀店
11659 豊島区 ㈱タワーライン・ソリューション



11660 豊島区 ㈱ファミリーマート東京第2リージョン杉並営業所
11661 豊島区 東京スガキ印刷（株）
11662 豊島区 当⽮印刷（株）
11663 豊島区 ㈱ファミリーマート東京第2リージョン中野営業所
11664 豊島区 ㈱ウィズダムアカデミー
11665 豊島区 （株）カーメイト
11666 豊島区 株式会社パイプ技研
11667 豊島区 （株）⽇祥
11668 豊島区 ㈱美光
11669 豊島区 （株）⽬⽩コミニティサービス
11670 豊島区 昭英化学（株）
11671 豊島区 ㈱ファミリーマート東京第２リージョン駒沢営業所
11672 豊島区 ⽩⼗字販売（株）
11673 豊島区 株式会社 豊島
11674 豊島区 （有）城北⻘果
11675 豊島区 ⻄武緑化管理㈱東京営業所
11676 豊島区 唐沢電気（株）
11677 豊島区 ⼤正製薬（株）
11678 豊島区 ㈱ファミリーマート店舗再⽣本部第２運営部店舗再⽣第１グループ
11679 豊島区 三共メンテナンス（株）
11680 豊島区 ⼤正ファーマ（株）
11681 豊島区 鉱研⼯業株式会社
11682 豊島区 ㈱フジサワ・コーポレーション
11683 豊島区 広研印刷（株）
11684 豊島区 トヨタモビリティ東京（株）豊島店
11685 豊島区 テーオー⾷品（株）
11686 豊島区 ⻄武建設㈱⼾建事業部
11687 豊島区 ⽇産⾃動⾞販売（株）⽬⽩⾼⽥店
11688 豊島区 株式会社アラカワ住建
11689 豊島区 北東製粉（株）
11690 豊島区 中⾼年事業団 やまて企業組合
11691 豊島区 株式会社ファミリーマート東京第2リージョン北営業所
11692 豊島区 ⽩⼗字（株）
11693 豊島区 （株）今⽥⼯業
11694 豊島区 社会福祉法⼈やまて福祉会
11695 豊島区 （株）マルコシ豊島店
11696 豊島区 ㈱セイワ
11697 豊島区 ㈱クイック・ボーイ
11698 豊島区 （株）⽇本⾹堂
11699 豊島区 株式会社ファミリーマート東京２第リージョン
11700 豊島区 （合）⼤和⽡商事
11701 豊島区 ⽇本新薬㈱東京⽀店城北営業所城⻄営業所
11702 豊島区 ⾼齢者在宅サービスセンター⻑崎第⼆豊寿園



11703 豊島区 宝印刷（株）
11704 豊島区 ネクステージ池袋店
11705 豊島区 株式会社ファミリーマート第２リージョン営業業務グループ
11706 豊島区 新栄通信株式会社
11707 豊島区 豊島区公園管理事務所
11708 豊島区 株式会社サイマル・テクニカルコミュニケーションズ
11709 豊島区 エームサービス株式会社RS南東京マーケットセンター
11710 豊島区 ⽇建リース⼯業株式会社リニューアル⾸都圏事業部
11711 豊島区 武川産業株式会社
11712 豊島区 マキノ製⽸株式会社
11713 豊島区 メルセデス・ベンツ中野豊島サービスセンター
11714 豊島区 菊⽔化学⼯業株式会社東京⽀店
11715 豊島区 株式会社リンケージ
11716 豊島区 ⼭脇製菓（株）
11717 豊島区 株式会社協和エクシオ
11718 豊島区 （株）豊島電機
11719 豊島区 （株）シンリョウ
11720 豊島区 ⼀建設株式会社⼟⽊査定課
11721 豊島区 ⼀建設株式会社安全管理室
11722 豊島区 渡邊建設（株）
11723 豊島区 株式会社うさぎもち東京⽀店
11724 豊島区 神⾕印刷（株）
11725 豊島区 （株）⿊澤楽器店
11726 豊島区 綜研テクニックス（株）
11727 豊島区 第⼀電路⼯業株式会社
11728 豊島区 ⼀建設株式会社アセットソリューション事業部
11729 豊島区 (株)佐藤計器製作所
11730 豊島区 テイケイ株式会社池袋南⽀社
11731 豊島区 新東京⽊材商業協同組合
11732 豊島区 警視庁⽬⽩警察署
11733 豊島区 株式会社 ⽯の武蔵家
11734 豊島区 株式会社 アイ・ピー・アイ
11735 豊島区 株式会社 ⽇本ハーベスト
11736 豊島区 株式会社 I・K・K
11737 豊島区 （株）アウトプラッツ池袋ＢＭＷ
11738 豊島区 東⻄架線⼯事株式会社
11739 豊島区 （株）⼤⽯商店
11740 豊島区 ⼤東ハウス株式会社
11741 豊島区 株式会社雄貴
11742 豊島区 上⽑印刷（株）
11743 豊島区 中光印刷（株）
11744 豊島区 株式会社ヤナセ池袋サービスセンター
11745 豊島区 （株）⽣⽥化研社



11746 豊島区 （株）丸正タケダ
11747 豊島区 会津天宝醸造（株）東京営業所
11748 豊島区 （株）ウエマツ
11749 豊島区 （株）トリード
11750 豊島区 ㈱⼩林スプリング製作所
11751 豊島区 （株）ジェーピーシーネット
11752 豊島区 （株）イチゲン
11753 豊島区 （株）双葉
11754 豊島区 ⼤盛印刷（株）
11755 豊島区 ビーモーション株式会社
11756 北区 警視庁（他3）
11760 北区 代⾏ＳＯＳ
11761 北区 ㈱カネコ・コーポレーション
11762 北区 社会福祉法⼈晴⼭会就労・⽣活⽀援センター⾶⿃晴⼭
11763 北区 東京消防庁滝野川消防署
11764 北区 ⼩島電機⼯業 株式会社荒川営業所
11765 北区 株式会社 システム東京
11766 北区 株式会社 誠光商会
11767 北区 トシン電機株式会社王⼦営業所
11768 北区 シャープサポートアンドサービス株式会社
11769 北区 京セラドキュメントソリュウションジャパン株式会社
11770 北区 株式会社ケミカル⼯事東京⽀店
11771 北区 株式会社 ヒグメン
11772 北区 ユニオン建設株式会社
11773 北区 東⽇本旅客鉄道㈱東京電⾞線技術センター⽥端電⾞線メンテナンス
11774 北区 株式会社 ＮａＩＴＯ
11775 北区 株式会社 中央護助会
11776 北区 株式会社 東京メディカルサービス
11777 北区 有限会社 チトセ商会
11778 北区 株式会社 岩崎⼯務所
11779 北区 川⼝印刷⼯業 株式会社東京⽀店
11780 北区 株式会社 武井⼯務所
11781 北区 瀧野川信⽤⾦庫
11782 北区 株式会社光⽂堂東京⽀社
11783 北区 東京ガスＳＴコミュネット㈱東京ガスライフバル新宿・豊島
11784 北区 学校法⼈⾶⿃学園
11785 北区 税理⼠法⼈ガイア
11786 北区 ⼤信⼯業 株式会社
11787 北区 タイムズサービス 株式会社東京⽀店 城北オフィス
11788 北区 ミナト医科学 株式会社東京営業所
11789 北区 ㈱ＮＴＴ東⽇本-南関東
11790 北区 株式会社 ⼩泉中央城北営業所
11791 北区 アネス株式会社



11792 北区 中央発送 株式会社
11793 北区 樫の⽊幼稚園
11794 北区 松村⼟建⼯業 株式会社
11795 北区 株式会社 滝野川製版
11796 北区 株式会社 ⾼橋商会
11797 北区 独⽴⾏政法⼈国⽴印刷局東京⼯場
11798 北区 株式会社 ⽇乃本錠前
11799 北区 ＭＰアグロ株式会社東京⽀店
11800 北区 トヨタモビリティ東京株式会社北店
11801 北区 ドラパス株式会社
11802 北区 宗教法⼈ 天理教麹町⼤教会
11803 北区 東京ガスネットワーク株式会社
11804 北区 株式会社虹⼯房
11805 北区 早川住建 株式会社
11806 北区 警視庁滝野川警察署
11807 北区 あみ印⾷品⼯業 株式会社
11808 北区 株式会社 康栄商事
11809 北区 川⽥⼯業 株式会社
11810 北区 株式会社 みずほ銀⾏尾久法⼈部
11811 北区 社会福祉法⼈ 晴⼭会特別養護⽼⼈ホーム ⾶⿃晴⼭苑
11812 北区 シャープマーケティング㈱ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ社 東⽇本ｻｰﾋﾞｽ統括部
11813 北区 東京マグネット応⽤製品株式会社
11814 北区 有限会社 友邦社
11815 北区 上中⾥幼稚園
11816 北区 有限会社 ⽥中医療器械製作所
11817 北区 株式会社 コモディイイダ
11818 北区 株式会社 ⼩野⽥商店
11819 北区 ⽥端さくら幼稚園
11820 北区 株式会社 ⽇本農林社
11821 北区 ＮＴＴインフラネット株式会社東京⽀店
11822 北区 ⽥中電設 株式会社
11823 北区 ⽯川幼稚園
11824 北区 ⼩島電機⼯業 株式会社
11825 北区 ミヤリサン製薬 株式会社
11826 北区 ⽥端機械⼯業 株式会社
11827 北区 交新建設 株式会社
11828 北区 ライト 株式会社
11829 北区 株式会社 メディセオ
11830 北区 株式会社 東洋精機製作所
11831 北区 有限会社 給⾷普及会
11832 北区 株式会社 三新
11833 北区 株式会社 ワイディエム
11834 北区 株式会社 ニューテック康和



11835 北区 新英興業 株式会社
11836 北区 株式会社 藤原製作所
11837 北区 株式会社 杏林舎
11838 北区 加藤建材 株式会社
11839 北区 福助⼯業株式会社 東京⽀店
11840 北区 ⽯塚産業 株式会社
11841 北区 昭和 株式会社
11842 北区 ⽇産東京販売株式会社王⼦店
11843 北区 川⽥建設株式会社 東京⽀店
11844 北区 株式会社 ⽥⼝⼯務店
11845 北区 株式会社 タケウチ
11846 北区 有限会社 ナイス⼯業
11847 北区 株式会社 鈴⽊塗料店
11848 北区 東京都北区清掃事務所滝野川清掃庁舎
11849 北区 レモン 株式会社
11850 北区 東⽇本旅客鉄道株式会社東京通信技術センター
11851 北区 東⽇本旅客鉄道㈱東京⽀社東京信号技術センター
11852 北区 東⽇本旅客鉄道株式会社東京電気システム⼯事区
11853 北区 株式会社 城北通信サービス
11854 北区 葵企業 株式会社
11855 北区 株式会社エーオーアイ
11856 北区 サイタ⼯業 株式会社
11857 北区 東⽇本旅客鉄道株式会社上野保線技術センター
11858 北区 株式会社  エキスプレス⼯業社
11859 北区 株式会社 ヤガミ東京⽀店
11860 北区 近代プロセス 株式会社
11861 北区 ⽔三島紙⼯ 株式会社 東京⽀店
11862 北区 奥村印刷 株式会社
11863 北区 イトウ製菓 株式会社
11864 北区 株式会社 ダイイチ
11865 北区 有限会社 タカス
11866 北区 株式会社 三森総業
11867 北区 株式会社 オールワン
11868 北区 株式会社⼩橋商店
11869 北区 ビルコン株式会社
11870 北区 株式会社ワンストップサポート
11871 北区 太平洋マテリアル㈱東京⽀社
11872 北区 ⼤東建託パートナーズ㈱板橋営業所
11873 北区 ⽯⽥エンジニアリング㈱
11874 北区 帝都典礼株式会社 王⼦営業所
11875 北区 ローレルバンクマシン 株式会社
11876 北区 株式会社 ゼテックス
11877 北区 東峰建設株式会社



11878 北区 東鉄⼯業株式会社東京線路⽀店 上野出張所
11879 北区 株式会社バイク＆カンパニーバイク王荒川店
11880 北区 東京電電株式会社
11881 北区 株式会社テレコムサービス東京
11882 北区 ㈱重松製作所
11883 北区 ⽇本ドライケミカル 株式会社
11884 北区 株式会社三都物産
11885 北区 株式会社モトーレン埼⽟モトラッド⾶⿃⼭
11886 北区 東京サイレン株式会社
11887 北区 社会福祉法⼈新栄会 王⼦事業所
11888 北区 株式会社第⼀ハウジング
11889 北区 株式会社ジェイアール貨物・不動産開発
11890 北区 株式会社エスディーエス
11891 北区 株式会社⼗條合成化学研究所
11892 北区 東京ガス株式会社リビング営業部チャネル⽀援グループ
11893 北区 株式会社ユタカホーム
11894 北区 ㈱アレップス東京北サービスセンター
11895 北区 医療法⼈社団 敬天会鶴⽥板橋クリニック
11896 北区 株式会社フレーベル館 東京⽀社
11897 北区 東洋シャーリング⼯業㈱
11898 北区 昭和株式会社板橋技術センター
11899 北区 ウエノテックス株式会社
11900 北区 株式会社シゲオー尾久サービスセンター
11901 北区 東栄電設⼯業株式会社
11902 北区 株式会社王⼦⾃動⾞学校
11903 北区 有限会社⻄武屋
11904 北区 株式会社スズケン東京北事業所
11905 北区 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社王⼦⽀店
11906 北区 株式会社かみや
11907 北区 学校法⼈東京成徳学園
11908 北区 佐藤電機株式会社
11909 北区 恒栄電設株式会社
11910 北区 東京消防庁王⼦消防署
11911 北区 ⽇本電設⼯業株式会社鉄道統括本部信号第⼀⽀社
11912 北区 株式会社キャプティ
11913 北区 トヨタモビリティ東京株式会社王⼦店
11914 北区 ⽇本郵便株式会社 王⼦郵便局
11915 北区 イワキ株式会社
11916 北区 警視庁王⼦警察署
11917 北区 株式会社 なとり
11918 北区 東京都北区役所
11919 北区 株式会社⻁昭産業
11920 北区 株式会社 リーブルテック



11921 北区 東京書籍株式会社
11922 北区 株式会社 関電⼯社会ｲﾝﾌﾗ⼯事ｾﾝﾀｰ
11923 北区 株式会社 エイキ
11924 北区 城北紙器梱包株式会社
11925 北区 ⼗条建具株式会社
11926 北区 株式会社 王⼦加⼯所
11927 北区 ⽇本電設⼯業株式会社鉄道統括本部通信⽀社
11928 北区 東京エレク総業株式会社
11929 北区 株式会社トビタ
11930 北区 株式会社三井住友銀⾏王⼦法⼈営業部
11931 北区 図書印刷株式会社
11932 北区 ⼤栄電設⼯業株式会社
11933 北区 株式会社⻄尾ガス⾵呂製作所
11934 北区 明理会中央総合病院
11935 北区 光伝導機株式会社
11936 北区 京セラインダストリアルツールズ販売株式会社
11937 北区 ｾﾝﾄﾗﾙｳｴﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ東⼗条
11938 北区 株式会社 カクヤス
11939 北区 株式会社 サンシン
11940 北区 北区⽴あすなろ福祉園
11941 北区 株式会社 東京三菱ＵＦＪ銀⾏王⼦⽀店
11942 北区 東京インキ株式会社
11943 北区 第⼀⼯業株式会社
11944 北区 ⽇本出版販売株式会社王⼦流通センター
11945 北区 ⽇進エコシステム株式会社
11946 北区 有限会社 ⽊村電⼯社
11947 北区 ニック株式会社東京北営業所
11948 北区 医療法⼈社団中央⽩報会⽩報会王⼦病院
11949 北区 株式会社 王⼦製作所
11950 北区 株式会社鶴丸環境建設
11951 北区 株式会社ＵＫ 関越ブロック東京⽀社
11952 北区 綜合警備保障株式会社王⼦営業所
11953 北区 株式会社 三井住友銀⾏王⼦⽀店
11954 北区 北区清掃事務所
11955 北区 社会福祉法⼈ 北区社会福祉協議会
11956 北区 株式会社 ムラタ
11957 北区 越野建設株式会社
11958 北区 株式会社 ホマレ電池
11959 北区 株式会社ホンダカーズ東京中央王⼦店
11960 北区 株式会社 松栄造園⼟⽊
11961 北区 ロジスネクスト東京株式会社東京⽀社 王⼦営業所
11962 北区 株式会社 ナガシマ
11963 北区 陸上⾃衛隊 ⼗条駐屯地補給統制本部



11964 北区 学校法⼈ 成⽴学園幼稚園
11965 北区 株式会社 なり駒
11966 北区 佐藤電設⼯業 株式会社
11967 北区 ⽇本製紙ユニテック株式会社
11968 北区 三和建設株式会社
11969 北区 株式会社 トンボ鉛筆
11970 北区 株式会社 ＩＳＯＷＡ東京営業所
11971 北区 独⽴⾏政法⼈国⽴印刷局王⼦⼯場
11972 北区 有幸建設株式会社
11973 北区 コーセー化粧品販売 株式会社⾸都圏東⽀店
11974 北区 株式会社トベ商事
11975 北区 株式会社武知
11976 北区 有限会社 松島興業
11977 北区 株式会社コロナ⾸都圏⽀店
11978 北区 タツミ産業株式会社
11979 北区 株式会社三澤商店
11980 北区 北電気⼯事株式会社
11981 北区 ヤマト電機株式会社 北営業所
11982 北区 王⼦郵便局 かんぽサービス部
11983 北区 ⻑⾕川⼯業 株式会社
11984 北区 株式会社 ヤスヰ東京⽀店
11985 北区 明治アニマルヘルス株式会社営業部 東京営業所
11986 北区 花形電気⼟⽊株式会社
11987 北区 株式会社 新盛インダストリーズ
11988 北区 ⽇本⽣命保険相互会社北都王⼦営業部
11989 北区 ⽇本電設⼯業株式会社鉄道統括本部信号第⼆⽀社
11990 北区 エイワンエンジニアリング株式会社
11991 北区 テイック株式会社
11992 北区 東邦⾦属株式会社
11993 北区 社会福祉法⼈光照園王⼦光照苑
11994 北区 株式会社 ノエス
11995 北区 アクト・セン株式会社東京営業所
11996 北区 株式会社 杉⽥⼯務店
11997 北区 中央労働⾦庫 王⼦⽀店
11998 北区 ⽇本製紙総合開発株式会社東⽇本⽀店
11999 北区 株式会社 ⼤林
12000 北区 株式会社 昭英社
12001 北区 三ッ輪産業株式会社 東京営業所
12002 北区 学校法⼈ 中央⼯学校
12003 北区 リョービ株式会社東京⽀店
12004 北区 株式会社 ヴィルトゥススポーツクラブ
12005 北区 株式会社 りそな銀⾏王⼦⽀店
12006 北区 株式会社 堀英



12007 北区 株式会社 明晃社
12008 北区 アサヒサンクリーン 株式会社
12009 北区 ⽇本特殊塗料株式会社
12010 北区 光海陸産業 株式会社
12011 北区 株式会社 関東消防機材
12012 北区 東京ガスライフバル北株式会社
12013 北区 ＦＦＧＳグラフィックサプライ株式会社
12014 北区 株式会社トネクション
12015 北区 ベルモントコミュニケーションズ株式会社
12016 北区 協和冷熱⼯業株式会社
12017 北区 ⽇本特殊塗料株式会社開発センター
12018 北区 株式会社 ミヤコ消毒
12019 北区 株式会社 五⼗嵐商会
12020 北区 株式会社 旺栄
12021 北区 航空⾃衛隊第⼆補給処 ⼗条⽀処
12022 北区 株式会社 なとり東京営業所
12023 北区 ドリームガーデンズ株式会社
12024 北区 ⽇本電設⼯業株式会社鉄道統括本部 電⼒⽀社
12025 北区 ⽇本電設⼯業株式会社鉄道統括本部 発変電⽀社
12026 北区 海上⾃衛隊補給本部
12027 北区 東⽇本旅客鉄道株式会社給電技術センター
12028 北区 株式会社 ハジメ
12029 北区 東京ふれあい医療⽣活協同組合
12030 北区 ⽇本電設通信⼯事株式会社
12031 北区 ⼤和冷機⼯業株式会社東京北営業所
12032 北区 ⽇本電設信号⼯事株式会社
12033 北区 横⼭基礎⼯事株式会社
12034 北区 株式会社⾸都圏メディカル東京北営業所
12035 北区 ㈱オープンハウス王⼦営業センター
12036 北区 有限会社アークネット
12037 北区 株式会社 交通建設
12038 北区 沖昌エンジニアリング株式会社
12039 北区 株式会社アクセス鑑定
12040 北区 サンコムテクノロジ株式会社
12041 北区 リョービMHIグラフィックテクノロジー株式会社
12042 北区 アースサポート王⼦神⾕
12043 北区 東京消防庁王⼦消防署⼗条出張所
12044 北区 医療法⼈社団⻭友会⾚⽻⻭科統括本部
12045 北区 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀⾏⾚⽻駅前⽀店
12046 北区 株式会社M'sコーポレーション
12047 北区 ＮＴＦ有限会社
12048 北区 ⽇産部品中央販売株式会社城北⽀店
12049 北区 株式会社ピーアンドディーヒロサワ



12050 北区 社会福祉法⼈ｳｪﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ特別養護⽼⼈ホーム ｳｪﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ⻄が丘園
12051 北区 株式会社海南東京⽀店
12052 北区 ⾚⽻カースチール株式会社
12053 北区 東翔建設⼯業株式会社
12054 北区 環境計測株式会社 東京事業所
12055 北区 三登建設株式会社
12056 北区 株式会社ＤＮＰロジスティクス
12057 北区 ロジスネクスト東京株式会社東京北⽀店
12058 北区 株式会社三恵ホンダ販売⾚⽻店
12059 北区 株式会社みずほ銀⾏⾚⽻⽀店
12060 北区 株式会社イワブチ
12061 北区 株式会社エクシング
12062 北区 医療法⼈社団ときわ⾚⽻在宅クリニック
12063 北区 ⾚⽻消防署
12064 北区 （株） 三井住友銀⾏⾚⽻川⼝エリア
12065 北区 ⽇産緑化株式会社東京⽀店
12066 北区 ⽇本郵便（株）⾚⽻郵便局
12067 北区 株式会社 メディパス
12068 北区 ⼤浦⼯測株式会社北営業所
12069 北区 新エネルギー計画株式会社
12070 北区 有限会社 弘和
12071 北区 ⼤東建託株式会社東京北⽀店
12072 北区 ⽯塚化学産業株式会社
12073 北区 ⼤東化⼯機株式会社
12074 北区 有限会社野沢設備⼯業
12075 北区 株式会社ユタカ⼯業
12076 北区 トヨタモビリティ東京株式会社⾚⽻⽀店
12077 北区 興亞紙業株式会社
12078 北区 ⽇新化熱⼯業株式会社
12079 北区 有限会社シルキー・アクト
12080 北区 株式会社ユニマットライフ池袋営業所
12081 北区 株式会社ホンダモーターサイクルジャパン
12082 北区 株式会社 オープンハウス⾚⽻営業センター
12083 北区 ⼤東建設（株）東京事業所
12084 北区 ソニーカスタマーサービス株式会
12085 北区 グラウヂング建設株式会社
12086 北区 株式会社東洋精機製作所東京⼯場
12087 北区 ⼗条ケミカル株式会社
12088 北区 荒井防災株式会社
12089 北区 株式会社 渥美⼯業 ⾚⽻営業所
12090 北区 ストラパック株式会社
12091 北区 アサヒサンクリーン福祉⽤具センター東京
12092 北区 株式会社福屋不動産販売⾚⽻店



12093 北区 東京北社会保険介護⽼⼈保健施設さくらの杜
12094 北区 エスディ・メンテナンス
12095 北区 株式会社東京⾃動⾞東京レッカー
12096 北区 東京ビジネス・フォーム株式会社
12097 北区 東京北医療センター
12098 北区 前⽥道路株式会社北営業所
12099 北区 ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社⾚⽻⽀店
12100 北区 株式会社城⻄機械
12101 北区 株式会社奥野技術研究所本社
12102 北区 北区清掃事務所浮間清掃事業所
12103 北区 ⼩⼭株式会社東⽇本⽀店
12104 北区 株式会社第⼀化成
12105 北区 東京都下⽔道サービス（株）北事業所
12106 北区 株式会社ダスキン城北
12107 北区 天⾺株式会社
12108 北区 株式会社東京ピーシー
12109 北区 株式会社 ツクイ
12110 北区 株式会社 昭和技研⼯業東京営業所
12111 北区 株式会社クレスコ
12112 北区 株式会社東京製作所
12113 北区 株式会社⼭畜
12114 北区 社会福祉法⼈こうほうえんうきま幸朋苑
12115 北区 株式会社カクヤス
12116 北区 株式会社⽯井設備⼯業
12117 北区 株式会社 ヨドバシカメラ
12118 北区 中央設備サービス株式会社
12119 北区 株式会社プロトリオス
12120 北区 国⼟交通省関東地⽅整備局荒川下流河川事務所
12121 北区 社会福祉法⼈ 東京都福祉事業協会 ⾚⽻北さくら荘
12122 北区 北幼稚園
12123 北区 増⼭電機株式会社
12124 北区 ヤマト科学株式会社
12125 北区 ⼀般社団法⼈ 巨樹の会⾚⽻リハビリテーション病院
12126 北区 王⼦浮間古紙センター株式会社
12127 北区 医療法⼈社団博栄会⾚⽻中央総合病院
12128 北区 (株）ホーク・ワン⾚⽻⽀店
12129 北区 デンケン・ハイデンタル株式会社
12130 北区 ⼤栄⼯業株式会社
12131 北区 株式会社明光商会
12132 北区 株式会社三協商会
12133 北区 ペットライン株式会社東⽇本⽀店
12134 北区 医療法⼈社団 博栄会介護⽼⼈保険施設「太陽の都」
12135 北区 北区⽴若葉福祉園



12136 北区 株式会社PALTAC東京⽀社
12137 北区 株式会社佐藤開発
12138 北区 株式会社ナインテック
12139 北区 ⾚⽻郵便局かんぽサービス部
12140 北区 学校法⼈川島学園あかいとり幼稚園
12141 北区 浮間⾃動⾞株式会社
12142 北区 株式会社ミニミニ城北⾚⽻店
12143 北区 深澤⼯業株式会社
12144 北区 警視庁⾚⽻警察署
12145 北区 株式会社マツモト東京本社
12146 北区 株式会社桂紙業
12147 北区 有限会社鈴⽊⼯業所
12148 北区 北区⽴⾼齢者在宅サービスセンタ桐ヶ丘やまぶき荘
12149 北区 株式会社アップルパーク
12150 北区 有限会社鈴保電設
12151 北区 本不⼆建設株式会社
12152 北区 株式会社オージ
12153 北区 株式会社オージ東京営業グループ
12154 北区 医療法法⼈社団岩江クリニック
12155 北区 豊商産業有限会社
12156 北区 電⼦磁気⼯業所本社/東京営業所
12157 北区 健友技建株式会社
12158 北区 株式会社⾚⽻ゴルフ場
12159 北区 学校法⼈⽯井学園⾚⽻幼稚園
12160 北区 富⼠⾒幼稚園
12161 北区 ⼩島電機⼯業株式会社北営業所
12162 北区 津久波⼯業株式会社
12163 北区 シンコー⽔材株式会社
12164 北区 三⽴建設株式会社
12165 北区 興新建設株式会社
12166 北区 株式会社コアラ体育サービス
12167 北区 東京都下⽔道局⻄部第⼆下⽔道事務所
12168 北区 熊沢印刷⼯芸株式会社
12169 北区 有限会社伊勢屋葬祭店
12170 北区 有限会社前⽥興業
12171 北区 社会福祉法⼈うらら
12172 北区 原⼯業株式会社
12173 北区 株式会社昭和螺旋管製作所
12174 北区 アサヒサンクリーン株式会社北⾚⽻デイサービスセンター
12175 北区 美州興産株式会社 東京営業所
12176 北区 株式会社ＮＴＴ東⽇本‐南関東
12177 北区 株式会社スズキ⾃販東京アリーナ
12178 北区 医療法⼈財団隆樹会



12179 北区 綜合警備保障 城北⽀社⾚⽻営業所
12180 北区 株式会社⼤都テクノロジーズ
12181 北区 三光⼯業株式会社
12182 北区 テイケイ株式会社⾚⽻⽀社
12183 荒川区 警視庁 
12184 荒川区 寿⾷品⼯業株式会社
12185 荒川区 株式会社ユニマットライフクリーンメンテナンス事業所
12186 荒川区 三森⼯業株式会社
12187 荒川区 有限会社松⽯商店
12188 荒川区 株式会社常和
12189 荒川区 株式会社ユニマットライフレンタル荒川営業所
12190 荒川区 ⽇本リーテック株式会社東京信号システム課
12191 荒川区 株式会社 ＡＤＥＫＡ
12192 荒川区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ荒川センター
12193 荒川区 ショウワ電技研株式会社
12194 荒川区 アックス株式会社
12195 荒川区 株式会社 富⼠⼯業所
12196 荒川区 株式会社 志礼堂
12197 荒川区 橋本産業株式会社⾸都営業所
12198 荒川区 ＮＲ電⾞線テクノ株式会社
12199 荒川区 照⼿株式会社
12200 荒川区 株式会社東京環境測定センター
12201 荒川区 株式会社⼤起エンゼルヘルプ
12202 荒川区 株式会社ウイズネットデイサービスセンター遊・⻄尾久
12203 荒川区 株式会社ハットトリックアラカン
12204 荒川区 ｏｓ⼯業株式会社
12205 荒川区 株式会社ADEKA尾久中央開発研究
12206 荒川区 富⼠ビジネス・サービス株式会社
12207 荒川区 株式会社トーテック情報通信営業センター
12208 荒川区 東⽇本クリーンエイド販売株式会社
12209 荒川区 帝国インキ製造株式会社
12210 荒川区 株式会社ヨダ
12211 荒川区 稲垣機材株式会社
12212 荒川区 エクシオグループ株式会社尾久ビル
12213 荒川区 双葉クリンタオル株式会社
12214 荒川区 有限会社東川商会
12215 荒川区 精⽂堂印刷株式会社
12216 荒川区 有限会社瀬⽥⽣花店
12217 荒川区 ⽊村⼯業株式会社
12218 荒川区 株式会社⻑⾕川電気グループ
12219 荒川区 平和商事株式会社
12220 荒川区 コンパスウォーク尾久
12221 荒川区 ⽇栄インテック株式会社 本社



12222 荒川区 ⽇栄インテック株式会社第⼆ビル
12223 荒川区 鈴⽊照明株式会社
12224 荒川区 ⽇本アンテナ株式会社
12225 荒川区 株式会社サカイファースニング
12226 荒川区 有限会社稲葉葬祭
12227 荒川区 株式会社⽥崎製作所
12228 荒川区 株式会社⽇商インターライフ
12229 荒川区 東京消防庁尾久消防署
12230 荒川区 株式会社助友
12231 荒川区 荒川区荒川清掃事務所
12232 荒川区 株式会社徳岡商会
12233 荒川区 株式会社セイホー紙⼯
12234 荒川区 警視庁尾久警察署
12235 荒川区 カネヨ⽯鹸株式会社
12236 荒川区 秋元ステンレス⼯業株式会社
12237 荒川区 株式会社東⼯務店
12238 荒川区 株式会社四釜製作所
12239 荒川区 株式会社中村⼯務店
12240 荒川区 株式会社⻫藤塗料
12241 荒川区 北豊島学園
12242 荒川区 柴崎合板株式会社
12243 荒川区 株式会社城北商会
12244 荒川区 株式会社⼭⼝熱処理⼯業所
12245 荒川区 株式会社松野総業
12246 荒川区 株式会社我妻⼯業
12247 荒川区 株式会社三共消毒城北営業所
12248 荒川区 特別養護⽼⼈ホーム さくら館
12249 荒川区 ⽇本リーテック株式会社⾸都圏電⼒⽀社
12250 荒川区 ⽇本リーテック株式会社ビルインフラ⽀店
12251 荒川区 志幸技研⼯業株式会社
12252 荒川区 ＮＲ信号システム株式会社
12253 荒川区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ町屋センター
12254 荒川区 ⼤洋エヌピーエス株式会社
12255 荒川区 株式会社タイシンフーズ
12256 荒川区 東洋額装株式会社
12257 荒川区 株式会社オーテック
12258 荒川区 南千住警察署
12259 荒川区 ロイヤルホームセンター株式会社 南千住店
12260 荒川区 社会福祉法⼈聖⾵会
12261 荒川区 セントラルウェルネスクラブ南千住
12262 荒川区 公益財団法⼈ 鉄道弘済会義肢装具サポートセンター
12263 荒川区 東京ガスネットワーク株式会社防災・供給部施設管理センター
12264 荒川区 東京ガスネットワーク株式会社東部導管事業部



12265 荒川区 ⼀般財団法⼈関東電気保安協会東京北事業本部 荒川事業所
12266 荒川区 伊藤⼯事株式会社
12267 荒川区 信協商事株式会社
12268 荒川区 株式会社タカハシ栄春
12269 荒川区 株式会社キャプティメンテナンス第１G東部メンテチーム
12270 荒川区 株式会社トルネックス
12271 荒川区 株式会社伊藤商店
12272 荒川区 株式会社盛電舎
12273 荒川区 福和ゴム商事株式会社
12274 荒川区 東京ガスネットワーク株式会社防災・供給部無線設備管理センタ
12275 荒川区 社会福祉法⼈三幸福祉会特別養護⽼⼈ホーム癒しの⾥南千
12276 荒川区 医療法⼈財団⽵栄会
12277 荒川区 東京ガスＮext one 株式会社
12278 荒川区 株式会社ダイオーズジャパン
12279 荒川区 正和興業株式会社
12280 荒川区 株式会社⽊曽路南千住店
12281 荒川区 東京ガス葛飾エナジー株式会社
12282 荒川区 能⽥電気⼯業株式会社
12283 荒川区 株式会社 ケー
12284 荒川区 興和電気⼯事株式会社
12285 荒川区 特別養護⽼⼈ホームサンハイム荒川
12286 荒川区 東京ガスリノベーション株式会社
12287 荒川区 株式会社富⼠⽊材
12288 荒川区 南千住清掃⾞⾞庫
12289 荒川区 株式会社岩崎
12290 荒川区 ベストリハ株式会社ナーシングホーム南千住
12291 荒川区 東京ガス株式会社
12292 荒川区 ⽇本貨物鉄道株式会社関東保全技術センター
12293 荒川区 株式会社志村商店
12294 荒川区 東京都⽔道局東部第⼆⽀所
12295 荒川区 株式会社吉⾒商会
12296 荒川区 東京解体⼟⽊興業株式会社
12297 荒川区 コムエントラスト株式会社
12298 荒川区 ⼋⼗⼋⾷品株式会社
12299 荒川区 株式会社エネライフ東部⽀社
12300 荒川区 おかもとポンプ株式会社
12301 荒川区 東邦電気⼯業株式会社環境ビジネス事業部
12302 荒川区 ｙｔｓ株式会社
12303 荒川区 ⽩井通運株式会社隅⽥川営業所
12304 荒川区 有限会社広栄梱包
12305 荒川区 株式会社協振技建東部営業所
12306 荒川区 株式会社ハートメディカルケアシルバーはあと荒川
12307 荒川区 東⽇本ハイウェイ株式会社



12308 荒川区 城北⾷品株式会社
12309 荒川区 東邦電気⼯業株式会社
12310 荒川区 江澤⾃動⾞株式会社
12311 荒川区 東邦電気⼯業株式会社設備事業部
12312 荒川区 中島合⾦株式会社
12313 荒川区 栄光産業株式会社
12314 荒川区 城信ビジネスサービス株式会社不動産調査事業部
12315 荒川区 司⼯業株式会社
12316 荒川区 株式会社シライ建装
12317 荒川区 （株）リエイコンシェール南千住
12318 荒川区 株式会社 サニクリーン東京
12319 荒川区 株式会社東京⾞輪
12320 荒川区 ⽇本カーソリューションズ株式会社
12321 荒川区 荒川警察署
12322 荒川区 アイセイ株式会社
12323 荒川区 荒川区役所 総務企画課
12324 荒川区 東信建材株式会社
12325 荒川区 ＡＤＥＫＡ総合設備株式会社
12326 荒川区 株式会社ジャパントーア
12327 荒川区 株式会社技秀堂
12328 荒川区 株式会社三幸電⼦
12329 荒川区 東京技⼯株式会社
12330 荒川区 城北化研株式会社
12331 荒川区 東京消防庁荒川消防署
12332 荒川区 株式会社ラベルジャパン
12333 荒川区 パナソニックＥＳファシリティエンジニアリング株式会社
12334 荒川区 フジオックス株式会社
12335 荒川区 株式会社オダ
12336 荒川区 三祥コーポレーション
12337 荒川区 キーコーヒー（株）東京第⼆⽀社東京東ユニット・東京北ユニット
12338 荒川区 クリナップ株式会社
12339 荒川区 株式会社ＮＴＴ東⽇本−南関東
12340 荒川区 東京都下⽔道サービス株式会社荒
12341 荒川区 株式会社協和商事
12342 荒川区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏⽇暮⾥⽀店
12343 荒川区 株式会社イトー医科器機
12344 荒川区 株式会社齋藤久七商店
12345 荒川区 株式会社光陽社
12346 荒川区 株式会社川北電⼯
12347 荒川区 ⼋洲ファシリティサービス株式会社
12348 荒川区 東京電設サービス株式会社荒川センター
12349 荒川区 （株）三祥印刷
12350 荒川区 トヨタモビリティ東京株式会社荒川店



12351 荒川区 株式会社 ＴＣＳ
12352 荒川区 株式会社交通建設東京新幹線⼯事所
12353 荒川区 株式会社須賀商店
12354 荒川区 三河島ケアセンターそよ⾵
12355 荒川区 株式会社オープンハウス⽇暮⾥営業センター
12356 荒川区 ㈱タカデン
12357 荒川区 株式会社 ⼤藤
12358 荒川区 株式会社⼩湊
12359 荒川区 株式会社ダイナム
12360 荒川区 ⽇本マルセル㈱
12361 荒川区 株式会社 アイエスサクライ
12362 荒川区 東京リスマチック㈱
12363 荒川区 北海物産株式会社
12364 荒川区 株式会社エスエスケイ東京⽀店
12365 荒川区 栗原紙材㈱
12366 荒川区 壮光舎印刷㈱
12367 荒川区 吉池防災サービス株式会社
12368 荒川区 株式会社 ネクスコ東⽇本エンジニアリング
12369 荒川区 株式会社 誠和
12370 荒川区 東京都下⽔道局北部下⽔道事務所三河島⽔再⽣センター
12371 荒川区 株式会社進興⼯業社
12372 荒川区 （株）テレコムサービス東京
12373 荒川区 株式会社 清⽔
12374 荒川区 ⾓⽥無線電機株式会社
12375 荒川区 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ社東京ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
12376 荒川区 カワセ印刷㈱荒川⼯場
12377 荒川区 ベストリハ株式会社
12378 荒川区 株式会社⽇本電商
12379 荒川区 有限会社 那須野商店
12380 荒川区 野崎モーター有限会社
12381 荒川区 株式会社⽇本ドライ
12382 荒川区 ⽇本公害管理保障株式会社
12383 荒川区 ㈱アズマ
12384 荒川区 ⽇産東京販売（株）荒川店
12385 荒川区 有限会社神⽥資源
12386 荒川区 ⽇本テクノ株式会社城北サービスセンター
12387 荒川区 株式会社 ⽇本ドライ町屋⼯場
12388 荒川区 ㈱泉宣宏社
12389 荒川区 ⽇本製紙⽊材株式会社関東⽀店 東京営業所
12390 荒川区 ⻄⼭鋼業㈱
12391 荒川区 写光テクノサービス㈱
12392 荒川区 株式会社 とりすえ
12393 荒川区 デイサービスセンターなごやか荒川



12394 荒川区 株式会社リード
12395 荒川区 写光レンタル販売株式会社
12396 荒川区 三桜建設㈱
12397 荒川区 東洋⼯業株式会社東京営業所
12398 荒川区 ⽇本郵便株式会社荒川郵便局第⼀集配営業部
12399 荒川区 ⽇本郵便株式会社荒川郵便局第⼀集配営業部
12400 荒川区 ⽇本郵便株式会社荒川郵便局ゆうパック集配部
12401 荒川区 株式会社保険あっとなびプラネット
12402 荒川区 株式会社⼯藤⼯務店
12403 荒川区 綜合警備保障株式会社荒川営業所
12404 荒川区 中央労働⾦庫 荒川⽀店
12405 荒川区 株式会社 渡辺防熱
12406 荒川区 株式会社コマック
12407 荒川区 ㈱展電設
12408 荒川区 明治安⽥⽣命保険相互会社尾久営業所
12409 荒川区 ⼭藤建設⼯業株式会社
12410 荒川区 ⽇の出ドライクリーニング㈱
12411 荒川区 ＴＯＮＥ株式会社
12412 荒川区 永浜クロス（株）東京店
12413 荒川区 東京シンコーレザー株式会社
12414 荒川区 株式会社飯⽥産業
12415 荒川区 理研ダイヤモンド⼯業（株）
12416 荒川区 株式会社電通建設
12417 荒川区 ⽇新⽯油㈱
12418 荒川区 林忠⼀商店
12419 荒川区 （株）アルプス商事
12420 荒川区 中井エンジニアイング株式会社
12421 荒川区 東⽇本電気エンジニリアリング（株）東京給電サービスセンター
12422 荒川区 東⽇本電気エンジニリアリング（株）東京配電サービスセンター
12423 荒川区 社会福祉法⼈上智社会事業団
12424 荒川区 精電舎電⼦⼯業株式会社
12425 荒川区 三美印刷株式会社
12426 荒川区 ⽇理株式会社東京店
12427 荒川区 株式会社⼤久保
12428 荒川区 株式会社ﾌｼﾞｻｰﾋﾞｽ
12429 荒川区 株式会社⽇電
12430 荒川区 株式会社かんぽ⽣命保険荒川郵便局かんぽサービス部
12431 荒川区 ⽇本⻘銅株式会社
12432 荒川区 株式会社トップクインサービス社
12433 荒川区 有限会社コーグローブ
12434 荒川区 株式会社⼭盛
12435 荒川区 タケイ⼯業株式会社
12436 荒川区 ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞﾝｸﾞ株式会社⽇暮⾥事業所



12437 荒川区 荒川⽣協診療所
12438 荒川区 千代⽥グルメセンター
12439 荒川区 東京メルテック空調株式会社
12440 荒川区 株式会社クラシアン荒川営業所
12441 荒川区 五興電気株式会社
12442 荒川区 宮司産業株式会社
12443 荒川区 株式会社タカハシ栄春
12444 荒川区 総合造園株式会社
12445 荒川区 エース ライオン株式会社
12446 荒川区 株式会社シンワダイヤ
12447 荒川区 ⼋州電⼯株式会社
12448 荒川区 丸茂産業有限会社
12449 荒川区 ガーデナーナカニシ株式会社
12450 荒川区 テイケイ（株）⽇暮⾥⽀社
12451 荒川区 株式会社折原製作所
12452 荒川区 株式会社サンライズ
12453 荒川区 フジハル商事㈱
12454 荒川区 三芳建設株式会社
12455 荒川区 株式会社ヤマトメ
12456 荒川区 株式会社中條
12457 荒川区 株式会社滝⼝製作所
12458 荒川区 株式会社台東第⼀興商
12459 荒川区 桜井⾦属⼯業株式会社
12460 荒川区 ⽇建塗装⼯業株式会社
12461 荒川区 株式会社三英商会
12462 荒川区 株式会社ウチダ和漢薬
12463 荒川区 東⽇本旅客鉄道株式会社⼤宮新幹線保線技術ｾﾝﾀｰ東京新幹線ﾚｰﾙｵﾌｨ
12464 荒川区 株式会社櫻井
12465 荒川区 カシュー株式会社
12466 荒川区 東⽇本旅客鉄道株式会社東京変電技術センター
12467 荒川区 株式会社丸進
12468 荒川区 ⼆葉計器株式会社
12469 荒川区 中村瀝⻘⼯業（株）
12470 荒川区 株式会社⼩⾼商事
12471 荒川区 ⽇研産業株式会社
12472 荒川区 岩⽥造園⼟⽊株式会社
12473 荒川区 幸伸管⼯（株）
12474 荒川区 株式会社協同制作
12475 荒川区 真成幼稚園
12476 荒川区 ⿊川学園・⿊川幼稚園
12477 荒川区 ⽇理株式会社
12478 荒川区 株式会社ヤマコー
12479 荒川区 松岡建設⼯業株式会社



12480 荒川区 株式会社ハセベ
12481 荒川区 株式会社⽩興
12482 荒川区 東京ホームス株式会社
12483 荒川区 東和薬品株式会社荒川営業所
12484 荒川区 コカコーラボトラーズジャパンベンティング㈱⽇暮⾥事業所
12485 荒川区 株式会社 協和ロープ
12486 荒川区 株式会社 イーピーイ
12487 荒川区 東芝映像ソリューション株式会社東京営業所
12488 荒川区 株式会社 ⽻根⽥商会
12489 荒川区 進拓ｾﾌﾃｲ株式会社
12490 荒川区 清建株式会社
12491 荒川区 昭和物産株式会社
12492 荒川区 荒川区役所（⽣活安全課）
12493 荒川区 株式会社 マルヨシ
12494 荒川区 ヤマト電気株式会社
12495 荒川区 ⼀般社団法⼈⾃動⾞機械⼯具協会東京⽀所
12496 板橋区 警視庁（他1） 
12498 板橋区 東京名⽔代⾏
12499 板橋区 アイコール運転代⾏サービス
12500 板橋区 ＧＡＬＡＸＹ運転代⾏
12501 板橋区 広貫堂薬品販売株式会社東京営業
12502 板橋区 財団法⼈ 愛世会シルバーピア加賀
12503 板橋区 中央⾃動⾞⼯業㈱東京⽀社
12504 板橋区 ㈱チノー
12505 板橋区 ㈱テストサービス
12506 板橋区 ⽇本たばこ産業㈱東京⽀社板橋サテライト
12507 板橋区 ㈱東和パン
12508 板橋区 ㈱環境技研
12509 板橋区 善登⼯業㈱
12510 板橋区 ㈱環境テコム
12511 板橋区 株式会社ユニマットライフ新宿営業所
12512 板橋区 ㈱オーバン
12513 板橋区 ⽇本総合住⽣活㈱東京北⽀店
12514 板橋区 ㈱ホンダカーズ東京中央板橋店
12515 板橋区 財団法⼈愛世会 愛誠病院
12516 板橋区 ⾠島建設㈱
12517 板橋区 株式会社エイテック
12518 板橋区 ㈱シュガーレディ東京
12519 板橋区 ハート㈱
12520 板橋区 学校法⼈帝京学園
12521 板橋区 ㈱パック
12522 板橋区 トウテック㈱
12523 板橋区 株式会社アイカ



12524 板橋区 東京都下⽔道サービス㈱板橋事業所
12525 板橋区 医療法⼈社団博鳳会敬愛病院
12526 板橋区 フランスベッド株式会社メディカル板橋営業所
12527 板橋区 筑波⼤学附属桐が丘特別⽀援学校
12528 板橋区 富⼠商事株式会社
12529 板橋区 社団法⼈ 労働保健協会
12530 板橋区 東洋インキ 株式会社経営管理部 業務課
12531 板橋区 栗⼭造園株式会社
12532 板橋区 有限会社 安井商店
12533 板橋区 トヨタモビリティ東京株式会社上板橋店
12534 板橋区 協同組合アミティ
12535 板橋区 ㈱りそな銀⾏板橋⽀店
12536 板橋区 ㈲細野リフォーム
12537 板橋区 株式会社よねや商会
12538 板橋区 東京⽔道株式会社板橋営業所
12539 板橋区 ⽇光電機㈱
12540 板橋区 光印刷㈱
12541 板橋区 ㈱みずほ銀⾏板橋法⼈部
12542 板橋区 ㈱ライクス
12543 板橋区 ㈱ホンダカーズ東京中央北池袋店
12544 板橋区 ㈱太⽥商店
12545 板橋区 トヨタモビリティ東京㈱板橋氷川町店
12546 板橋区 東京消防庁板橋消防署⼩茂根出張所
12547 板橋区 東京消防庁板橋消防署
12548 板橋区 ホーユー㈱東京⽀店
12549 板橋区 ㈱よしや
12550 板橋区 医療法⼈社団明芳会イムス記念病院
12551 板橋区 ホームトレードセンター株式会社
12552 板橋区 ㈱増渕商店
12553 板橋区 株式会社⼋光社
12554 板橋区 あいおいニッセイ同和損害保険㈱
12555 板橋区 協同乳業㈱
12556 板橋区 ニッカ㈱
12557 板橋区 昭産商事㈱
12558 板橋区 ㈱内⽥⼯務店
12559 板橋区 ホシザキ関東㈱城北営業所
12560 板橋区 ㈱⼤治
12561 板橋区 板橋⼯業㈱
12562 板橋区 医療法⼈社団 同⼈会あさがお⻭科
12563 板橋区 ツクイ板橋
12564 板橋区 協和電機空調㈱
12565 板橋区 東洋インキグラフィックス株式会社
12566 板橋区 医療社団法⼈健育会ケアセンターけやき



12567 板橋区 株式会社ディーシーエス
12568 板橋区 ㈱空調保全⼯業
12569 板橋区 ㈱サニクリーン東京
12570 板橋区 ミルウォーキーツール・ジャパン合同株式会社
12571 板橋区 ㈱イザワ
12572 板橋区 ㈱富⼠薬品
12573 板橋区 ⽇本電設資材㈱東京⽀店
12574 板橋区 ＪＦＥエンジニアリング㈱埼京事業所
12575 板橋区 有限会社光栄解体⼯業
12576 板橋区 布⻲株式会社板橋デリバリーセンター
12577 板橋区 財団法⼈東京保健会病体⽣理研究所
12578 板橋区 チェッカーモータース㈱ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ/ﾌｨｱｯﾄ/ｱﾊﾞﾙﾄ池袋
12579 板橋区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサスときわ台
12580 板橋区 東洋インキＳＣホールディングス㈱
12581 板橋区 ㈱アイ⼯芸
12582 板橋区 ⼤東建託㈱板橋営業所
12583 板橋区 株式会社扇屋商店
12584 板橋区 （株）アルコ
12585 板橋区 株式会社ワタナベ板橋店
12586 板橋区 医療法⼈社団 ⽣光会新宿追分クリニック板橋分院
12587 板橋区 中央労働⾦庫板橋⽀店
12588 板橋区 サンワ産業株式会社第⼀営業部
12589 板橋区 旭化成住宅建設株式会社都市⼟⽊事業部 関東事業所
12590 板橋区 株式会社 三桂
12591 板橋区 ㈱カサイ
12592 板橋区 ㈱東京即売
12593 板橋区 株式会社 光洋エンジニアリングモバイルエンジニアリング
12594 板橋区 板橋区役所
12595 板橋区 株式会社ゲインコーポレーション
12596 板橋区 ニチイケアセンター⼩茂根
12597 板橋区 （株）プレコエムユニット北東京センター
12598 板橋区 巣鴨信⽤⾦庫板橋⽀店
12599 板橋区 トヨタモビリティ東京㈱北池袋店
12600 板橋区 株式会社丸彦後藤建設
12601 板橋区 デイサービス夢楽⼤⼭
12602 板橋区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏板橋⽀店
12603 板橋区 （株）ワールド
12604 板橋区 警視庁板橋警察署
12605 板橋区 新光電⼦株式会社
12606 板橋区 ⽇本郵便㈱板橋郵便局
12607 板橋区 ㈱ＳＥＫＩ
12608 板橋区 トップエアー⼯業㈱
12609 板橋区 医療法⼈財団明理会東京腎泌尿器センター⼤和病院



12610 板橋区 ⼀建設（株）板橋営業所
12611 板橋区 エアコンプラント⼯業株式会社
12612 板橋区 （株）エクセル設備
12613 板橋区 三弘紙業㈱板橋営業所
12614 板橋区 東京技⼯㈱北部事業所
12615 板橋区 北⼯電気㈱
12616 板橋区 ⼤⼭運送株式会社
12617 板橋区 ⽇本調査株式会社
12618 板橋区 旭化成ライフライン㈱
12619 板橋区 稲垣機材株式会社板橋営業所
12620 板橋区 ㈱関東マツダ板橋店
12621 板橋区 ＮＴＴインフラネット（株）南板橋ブロックセンタ
12622 板橋区 （株）チノー東京営業所
12623 板橋区 株式会社マルエム
12624 板橋区 株式会社 ＴＬＰ
12625 板橋区 社会福祉法⼈ 明東会
12626 板橋区 株式会社キンジ・ワークス
12627 板橋区 株式会社ｴﾇ･ｹｰ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
12628 板橋区 ㈱サンオキ
12629 板橋区 株式会社⽊村⼯業
12630 板橋区 森本鐵鋼株式会社⽣産管理チーム
12631 板橋区 株式会社⽇創⼯芸
12632 板橋区 旭化成集合住宅建設㈱
12633 板橋区 桶川⼯業㈱
12634 板橋区 ㈱河合建築
12635 板橋区 共⽴⼯業㈱
12636 板橋区 コニカミノルタジャパン㈱
12637 板橋区 クローバーのさとイムスケアカウピリ板橋
12638 板橋区 三陽物産株式会社東京本部
12639 板橋区 株式会社 らしく
12640 板橋区 かごめ幼稚園
12641 板橋区 ボトムフラット株式会社
12642 板橋区 ㈱建材サービスセンター
12643 板橋区 板橋区役所前診療所
12644 板橋区 株式会社 仲村⼯業
12645 板橋区 ⾚城⼯業㈱
12646 板橋区 社会福祉法⼈ ⼩茂根の郷
12647 板橋区 ホクシヨー㈱
12648 板橋区 （株）コム
12649 板橋区 いし本⾷品⼯業㈱
12650 板橋区 ⽵⽥電設株式会社
12651 板橋区 ナック・ダスキン事業部第１８⽀部
12652 板橋区 ﾘﾊﾋﾞﾘ推進ｾﾝﾀｰ株式会社



12653 板橋区 都商事㈱
12654 板橋区 トヨタモビリティパーツ株式会社東京・⼭梨統括⽀社
12655 板橋区 ㈱クロワール
12656 板橋区 ジープ池袋
12657 板橋区 ㈱スズデン
12658 板橋区 株式会社 瀧島建設
12659 板橋区 ㈱イシダ東京⽀社
12660 板橋区 ⽇本ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽ株式会社東京⽀店
12661 板橋区 旭化成ライフライン株式会社東京事務所
12662 板橋区 ㈱Fujitaka東京⽀店
12663 板橋区 城北管理⾃動⾞㈱
12664 板橋区 株式会社 阿部⼯業
12665 板橋区 ⽇東ｶｽﾄﾃﾞｨｱﾙ・ｻｰﾋﾞｽ株式会社環境緑化部
12666 板橋区 株式会社 神保電気通信
12667 板橋区 栄進設備⼯業株式会社
12668 板橋区 株式会社アペックス
12669 板橋区 吉澤建設㈱
12670 板橋区 壽堂紙製品⼯業㈱
12671 板橋区 株式会社鈴⽊⼯業
12672 板橋区 株式会社 杉⼭造園建設
12673 板橋区 株式会社ベスト・ホームズ
12674 板橋区 株式会社ハリカ本社
12675 板橋区 リンテック㈱
12676 板橋区 アルファロメオ池袋
12677 板橋区 菊池⾷品⼯業㈱
12678 板橋区 佐々⽊ケアサービス株式会社まごの⼿ 板橋
12679 板橋区 タマ電装株式会社
12680 板橋区 株式会社ajimente
12681 板橋区 アフィックス株式会社板橋オフィス
12682 板橋区 株式会社ｲｼﾀﾞｴﾑ･ｴｽ･ﾃｰ
12683 板橋区 株式会社タカラベ
12684 板橋区 株式会社フソー
12685 板橋区 株式会社⼩泉中央板橋営業所
12686 板橋区 株式会社ヴィオラウエスト
12687 板橋区 ㈱コイズミ
12688 板橋区 株式会社 ⼀歩
12689 板橋区 東新畜産㈱
12690 板橋区 ㈱報思社
12691 板橋区 ㈱ホシカメ
12692 板橋区 倉⼯業㈱
12693 板橋区 ㈱アダチヤ
12694 板橋区 東京スバル株式会社板橋店
12695 板橋区 リペア㈱



12696 板橋区 ㈲仲村商店
12697 板橋区 ㈱園⽥⼯務店
12698 板橋区 ㈱関東マツダ
12699 板橋区 ㈱ナガイ
12700 板橋区 ㈱⿃新
12701 板橋区 ㈱富⼠硝⼦
12702 板橋区 ㈱平河⼯業社⼩⽵事務所
12703 板橋区 松﨑商事㈱
12704 板橋区 ㈱敬隣舎
12705 板橋区 ユニット㈱
12706 板橋区 福本㈱
12707 板橋区 ⻑岡建設㈱
12708 板橋区 ⽇産プリンス東京販売㈱板橋本町店
12709 板橋区 株式会社安⽥屋
12710 板橋区 イーデーエム㈱
12711 板橋区 ㈲千葉⼟⽊
12712 板橋区 ㈱スズデン中丸営業所
12713 板橋区 ボルボ・カー板橋
12714 板橋区 ㈱伊藤園池袋⽀店
12715 板橋区 ㈱ﾃﾚｺﾑｻｰﾋﾞｽ東京南板橋⽴会ｾﾝﾀ
12716 板橋区 株式会社 柏崎製作所
12717 板橋区 ㈱カクヤス⼩茂根センター
12718 板橋区 医療法⼈社団焔
12719 板橋区 千葉⾦属株式会社
12720 板橋区 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰｹｱｾﾝﾀｰ板橋⼤⼭⻄町
12721 板橋区 あすか創建株式会社⾸都圏東営業所
12722 板橋区 学校法⼈帝京⼤学
12723 板橋区 ＵＤトラックス株式会社
12724 板橋区 凸版印刷株式会社情報コミュニケーション事業本部
12725 板橋区 株式会社ユニマットライフレンタル板橋営業所
12726 板橋区 ビッグトップ株式会社
12727 板橋区 泰輝印刷株式会社
12728 板橋区 株式会社ダスキン坂下⽀店
12729 板橋区 佐々⽊器材株式会社
12730 板橋区 株式会社友定建機
12731 板橋区 医療法⼈社団明芳会板橋中央総合病院
12732 板橋区 東京電⼒パワーグリッド株式会社⼤塚⽀社板橋事務所
12733 板橋区 冨⼠川機械株式会社
12734 板橋区 ⽇本メガケア株式会社
12735 板橋区 東京消防庁志村消防署
12736 板橋区 東京スバル株式会社⾼島平店
12737 板橋区 BXゆとりフォーム株式会社
12738 板橋区 株式会社 アークランド



12739 板橋区 株式会社 坂本協⽴精機本社⼯場
12740 板橋区 株式会社 三喜
12741 板橋区 株式会社武蔵野フーズ健康宅配事業部城北営業所
12742 板橋区 ケーオデンタル（株）城北営業所
12743 板橋区 医療法⼈社団翠会⽼⼈保健施設蓮根ひまわり苑
12744 板橋区 板橋区板橋東清掃事務所
12745 板橋区 株式会社トプコン
12746 板橋区 株式会社コバヤシ
12747 板橋区 理研計器株式会社
12748 板橋区 城北酸素株式会社
12749 板橋区 警視庁志村警察署
12750 板橋区 新宿健診プラザ
12751 板橋区 株式会社ホンダカーズ東京中央志村東店
12752 板橋区 株式会社 ⽇本分析
12753 板橋区 菅波電線株式会社
12754 板橋区 ⽇産東京販売（株）板橋中台店
12755 板橋区 株式会社ヤナセ板橋⽀店
12756 板橋区 ⽯島化学⼯業株式会社
12757 板橋区 藤沼電気株式会社
12758 板橋区 シティロード株式会社北営業所
12759 板橋区 株式会社ヤマテ・サイン
12760 板橋区 メディエンスサービス株式会社物流グループ
12761 板橋区 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社板橋セールスセンター
12762 板橋区 セントラルウェルネスクラブときわ台
12763 板橋区 株式会社ＯＹＣフーズネット
12764 板橋区 ⽣活協同組合パルシステム東京板橋センター
12765 板橋区 株式会社 リバース
12766 板橋区 三重建材株式会社
12767 板橋区 株式会社アンカー商事
12768 板橋区 株式会社ジェイコム東京板橋局
12769 板橋区 株式会社ムトウ城北⽀店
12770 板橋区 共⽴印刷株式会社
12771 板橋区 有限会社三幸重機
12772 板橋区 ワタミ株式会社板橋⼩⾖沢営業所
12773 板橋区 オートマックス株式会社
12774 板橋区 メディエンスサービス株式会社志村サービスセンター
12775 板橋区 社会福祉法⼈ハッピーネット総合ケアセンター
12776 板橋区 富⼠フィルムシステムサービス㈱公共事業本部⾸都圏⽀店
12777 板橋区 ブリヂストン・タイヤ・ジャパン（株）板橋（営）
12778 板橋区 株式会社 ⼤豊印刷
12779 板橋区 渡辺パイプ株式会社板橋住建サービスセンター
12780 板橋区 イワツキ株式会社
12781 板橋区 アトミクス株式会社



12782 板橋区 株式会社ベスト
12783 板橋区 ⻄海⾷品株式会社
12784 板橋区 トヨタモビリティ東京株式会社志村店
12785 板橋区 株式会社ケイティーコンパスウォーク蓮根
12786 板橋区 株式会社関⼝商店
12787 板橋区 サカタラボステーション株式会社
12788 板橋区 アサヒサンクリーン板橋営業所
12789 板橋区 富⼠フィルムシステムサービス株式会社
12790 板橋区 巣鴨信⽤⾦庫志村⽀店
12791 板橋区 巣鴨信⽤⾦庫常盤台⽀店
12792 板橋区 株式会社タニタ
12793 板橋区 ⽇本郵便（株）板橋北郵便局
12794 板橋区 株式会社デンソーソリューション関東⽀社
12795 板橋区 株式会社⼭本製作所
12796 板橋区 株式会社オノマシン板橋⽀店
12797 板橋区 株式会社ヨコハマタイヤジャパン板橋営業所
12798 板橋区 株式会社ｵｰﾙﾊｰﾂ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ板橋⼯場
12799 板橋区 ⼤修館出版販売株式会社
12800 板橋区 ⻑江建材⼯業株式会社
12801 板橋区 学校法⼈⼤乗淑徳学園
12802 板橋区 株式会社染⾕
12803 板橋区 有限会社⿅島商会
12804 板橋区 株式会社古⾕野⼯務店
12805 板橋区 株式会社ラウンドワン板橋店
12806 板橋区 株式会社ミライト
12807 板橋区 株式会社柏⽊商事
12808 板橋区 第⼀硝⼦株式会社
12809 板橋区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ板橋センター
12810 板橋区 関東混合機⼯業株式会社
12811 板橋区 メディエンスサービス株式会社板橋サービスセンター
12812 板橋区 いすゞ⾃動⾞⾸都圏株式会社板橋⽀店
12813 板橋区 群峰⼯業株式会社
12814 板橋区 株式会社建⽔社
12815 板橋区 株式会社ＴＲＩＢＥ
12816 板橋区 株式会社富⼭⼯務店
12817 板橋区 かがやきデイサービス板橋⻄台
12818 板橋区 トヨタエルアンドエフ東京株式会社板橋営業所
12819 板橋区 株式会社クラージュ
12820 板橋区 ⽇産東京販売株式会社板橋店
12821 板橋区 三菱ふそうトラック・バス（株）南関東ふそう板橋⽀店板橋営業所
12822 板橋区 フジクス株式会社 東京事業所
12823 板橋区 イーランエクスプレス有限会社
12824 板橋区 エイコーフィルター株式会社



12825 板橋区 北星運輸株式会社
12826 板橋区 株式会社オーシカ
12827 板橋区 板橋ロイヤルケアセンター
12828 板橋区 株式会社伊藤園板橋⽀店
12829 板橋区 アークランズ株式会社ビバホーム板橋前野店
12830 板橋区 コアマイクロシステムズ株式会社
12831 板橋区 なごやかケアリンク株式会社
12832 板橋区 ＤＩＣグラフィックス株式会社東京⼯場
12833 板橋区 株式会社エヌ・エフ・サービス
12834 板橋区 中⽥商事株式会社
12835 板橋区 株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン
12836 板橋区 株式会社ＴＪＭデザイン
12837 板橋区 東京酸素株式会社
12838 板橋区 オリエンタル酵⺟⼯業株式会社
12839 板橋区 株式会社TOK
12840 板橋区 株式会社ＧＤ
12841 板橋区 株式会社マルコシ板橋店
12842 板橋区 東京美術紙⼯業事業協同組合
12843 板橋区 カモチ株式会社
12844 板橋区 株式会社ＬＳＩメディエンス
12845 板橋区 SheepMedical株式会社
12846 板橋区 南関⽇野⾃動⾞株式会社板橋⽀店
12847 板橋区 古⽥産商株式会社
12848 板橋区 ⽇藻⼯材株式会社
12849 板橋区 東京カリント株式会社
12850 板橋区 板橋理化⼯業株式会社
12851 板橋区 FVジャパン株式会社
12852 板橋区 三菱ふそうトラック・バス（株）南関東ふそう板橋⽀店
12853 板橋区 株式会社タニタハウジングウェア
12854 板橋区 株式会社ＬＳＩメディエンス
12855 板橋区 アトムサポート株式会社
12856 板橋区 社会福祉法⼈信隆会特別養護⽼⼈ホーム若⽊ライフ
12857 板橋区 アールプロセス株式会社
12858 板橋区 ヤヨイ化学販売株式会社
12859 板橋区 トヤマ楽器製造株式会社
12860 板橋区 昭和機械⼟⽊株式会社（関電⼯内）
12861 板橋区 株式会社宝製作所
12862 板橋区 ワタミの定⾷志村板橋営業所
12863 板橋区 棚橋⼯業
12864 板橋区 技研精機株式会社
12865 板橋区 株式会社⼤広製作所
12866 板橋区 三興塗料株式会社
12867 板橋区 新進タクシー



12868 板橋区 司産業株式会社
12869 板橋区 ソシオコーポレーション株式会社
12870 板橋区 アイラックイマイ株式会社
12871 板橋区 株式会社ナナミ
12872 板橋区 株式会社⽝⽊電業
12873 板橋区 メイトワールド株式会社
12874 板橋区 株式会社丸〆
12875 板橋区 板橋区板橋東清掃事務所
12876 板橋区 （株）MDK
12877 板橋区 株式会社ヨシケン
12878 板橋区 三幸製菓株式会社東京営業所
12879 板橋区 三華インキ株式会社
12880 板橋区 ⼩野⾕機⼯株式会社
12881 板橋区 株式会社LSIメディエンス診断薬事業部営業統括部
12882 板橋区 エスビー⾷品株式会社スパイスセンター
12883 板橋区 有限会社ジャスティス
12884 板橋区 ⾼栄電気株式会社
12885 板橋区 ⼀建設（株）志村営業所
12886 板橋区 アルフレッサ株式会社
12887 板橋区 株式会社フジモデル
12888 板橋区 株式会社鈴⽊商館
12889 板橋区 株式会社関東マツダ志村店
12890 板橋区 KWS株式会社フォルクスワーゲン板橋
12891 板橋区 株式会社関電⼯社会インフラ統括東京配電⽀社板橋営業所
12892 板橋区 東京リスマチック株式会社東坂下⼯場
12893 板橋区 東京リスマチック株式会社⻄台⼯場
12894 板橋区 東京リスマチック株式会社船渡⼯場
12895 板橋区 株式会社オーシカ建材事業部
12896 板橋区 東都観光バス株式会社
12897 板橋区 株式会社ミート
12898 板橋区 アディア株式会社
12899 板橋区 荒井商事株式会社 ⻄台本店
12900 板橋区 学校法⼈カリタス聖⺟学園サンシティ聖⺟幼稚園
12901 板橋区 植草⼯業株式会社
12902 板橋区 壮栄建設株式会社
12903 板橋区 株式会社ヤマシタ板橋営業所
12904 板橋区 株式会社エンパイアー
12905 板橋区 宇佐⾒産業株式会社
12906 板橋区 株式会社ケアサービスデイサービスセンター蓮根
12907 板橋区 東京岩綿⼯業株式会社
12908 板橋区 株式会社レンタルのニッケン板橋営業所
12909 板橋区 株式会社ヒガシトゥエンティワン東京総合物流センター
12910 板橋区 株式会社正和東京事業所



12911 板橋区 株式会社 恵
12912 板橋区 ⼭村運搬機⼯業株式会社
12913 板橋区 株式会社ハンドベル・ケア
12914 板橋区 株式会社中央ジオマチックス
12915 板橋区 株式会社東京ポリエチレン印刷社
12916 板橋区 鈴⽊コンクリート⼯業株式会社志村⼯場
12917 板橋区 株式会社関東⽇⽴
12918 板橋区 株式会社東京住器
12919 板橋区 マニハ⾷品株式会社東京営業所
12920 板橋区 株式会社ライト製作所
12921 板橋区 株式会社サイトウ製作所
12922 板橋区 株式会社⼩宮商店
12923 板橋区 株式会社⾼垣商店
12924 板橋区 豊進⾃動⾞株式会社整備⼯場
12925 板橋区 株式会社若林製本⼯場
12926 板橋区 ⽯井機材株式会社
12927 板橋区 株式会社プロネート
12928 板橋区 皆川商事株式会社
12929 板橋区 東都⽣活協同組合城⻄センター
12930 板橋区 東京⾦商株式会社
12931 板橋区 イムス板橋健診クリニック
12932 板橋区 オンセイ⼯業株式会社
12933 板橋区 株式会社福⽥元三郎商店
12934 板橋区 株式会社⾼橋商店
12935 板橋区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ志村センター
12936 板橋区 ムンタース株式会社
12937 板橋区 株式会社コムロ⼯業
12938 板橋区 ⼤成興業株式会社
12939 板橋区 ナカバヤシ株式会社東京本社
12940 板橋区 ⻄尾レントオール株式会社板橋営業所
12941 板橋区 有限会社 ⽥辺興業
12942 板橋区 株式会社ホンダカーズ東京中央志村店
12943 板橋区 株式会社ＮＩＰＰＯ北部復旧出張所
12944 板橋区 有限会社⼤森組
12945 板橋区 富⼠フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
12946 板橋区 株式会社関電⼯東京⽀店東京⻄⽀社
12947 板橋区 家の光製本梱包株式会社
12948 板橋区 東京⽇産⾃動⾞販売株式会社環⼋板橋店
12949 板橋区 株式会社ブックアート
12950 板橋区 トーハツ株式会社
12951 板橋区 コメット株式会社
12952 板橋区 渡辺パイプ（株）板橋サービスセンター
12953 板橋区 橋本軽⾦株式会社



12954 板橋区 株式会社バイタルネット東京中央⽀店
12955 板橋区 サントリービバレッジサービス株式会社東京北⽀店
12956 板橋区 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング（株）板橋セールス
12957 板橋区 （株）⻫藤商事
12958 板橋区 ⾸都⾼パトロール株式会社志村交通管理分駐所
12959 板橋区 株式会社⼤都技研板橋⼯場
12960 板橋区 デイサービス夢楽志村坂下
12961 板橋区 株式会社 正和
12962 板橋区 東京薬品株式会社
12963 板橋区 株式会社ニューテック
12964 板橋区 株式会社エムズフロンティア
12965 板橋区 社会福祉法⼈ ⾄誠学舎東京みどりの苑
12966 板橋区 株式会社 光洋
12967 板橋区 トヨタモビリティ東京株式会社
12968 板橋区 イム板橋リハビリテーション病院
12969 板橋区 株式会社トプコンメディカルジャパン東京営業所
12970 板橋区 社会福祉法⼈ハッピーネット板橋ゆめの園はすねっこ
12971 板橋区 ⽇本フィールド・エンジニアリング株式会社東京⽀社
12972 板橋区 東電⽤地株式会社東京⽀社
12973 板橋区 株式会社いうら 東京営業所
12974 板橋区 株式会社 電星
12975 板橋区 株式会社 ⼤和
12976 板橋区 東京スバル株式会社⾼島平業販センター
12977 板橋区 株式会社エヌエー
12978 板橋区 渡辺パイプ（株）板橋電⼯サービスセンター
12979 板橋区 福島印刷⼯業株式会社
12980 板橋区 （株）キンリュウ
12981 板橋区 株式会社M＆Wサポート
12982 板橋区 東京あおば農業協同組合⾚塚⽀店
12983 板橋区 範多機械株式会社東京営業所
12984 板橋区 （株）板橋ヂーゼル
12985 板橋区 キムラ⼯業（株）
12986 板橋区 学校法⼈⼤東⽂化学園
12987 板橋区 （株）三菱東京ＵＦＪ銀⾏下⾚塚⽀店
12988 板橋区 ダイハツ東京販売（株）
12989 板橋区 東神ホームサービス（株）
12990 板橋区 トヨタモビリティ東京株式会社⾼島平店
12991 板橋区 株式会社 ＤａｉｋｏＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
12992 板橋区 東京豊島⻘果（株）板橋⽀社
12993 板橋区 アズハイム⾚塚ＤＳセンター
12994 板橋区 （株） パワージェクト
12995 板橋区 株式会社ミニミニ城北成増店
12996 板橋区 ダンロップタイヤ中央株式会社タイヤランド⾼島平



12997 板橋区 ⼩坂産業（株）
12998 板橋区 ⼤和リビング株式会社
12999 板橋区 タイヘイ株式会社板橋営業所
13000 板橋区 志村消防署 ⾼島平出張所
13001 板橋区 ⼭印醸造（株）
13002 板橋区 （株）利研ジャパン
13003 板橋区 株式会社三幸 東京営業所
13004 板橋区 ⽇産東京販売株式会社⾼島平店
13005 板橋区 ⽇産東京販売株式会社成増⽀店
13006 板橋区 常陸舗道（有）
13007 板橋区 ⻑⽥廣告株式會社
13008 板橋区 社会福祉法⼈紫⽔会オーネスト成増
13009 板橋区 成増すみれ幼稚園
13010 板橋区 三和シャッター⼯業株式会社本社板橋事業所
13011 板橋区 有限会社 清⽔紙業
13012 板橋区 DHC⼩規模多機能型住宅介護
13013 板橋区 医療法⼈社団明芳会⾼島平中央総合病院
13014 板橋区 河島建材（株）
13015 板橋区 株式会社豊隆機器サービス
13016 板橋区 株式会社 クラショウ板橋営業所
13017 板橋区 林屋コンクリート⼯業（株）
13018 板橋区 ㈱りそな銀⾏成増⽀店
13019 板橋区 （株）みずほ銀⾏成増⽀店
13020 板橋区 榎本コンクリート⼯業（株）
13021 板橋区 株式会社 第⼀産業
13022 板橋区 三倉⼯業（株）
13023 板橋区 （株）⼋洋板橋営業所
13024 板橋区 東京都⽔道局朝霞浄⽔管理事務所三園浄⽔場
13025 板橋区 集塵装置（株）
13026 板橋区 （株）サニクリーン東京成増営業所
13027 板橋区 新明電材株式会社板橋営業所
13028 板橋区 株式会社 放送サービスセンター
13029 板橋区 （株）湖池屋
13030 板橋区 株式会社ティー・アール・シー
13031 板橋区 ⾼島平警察署
13032 板橋区 （株）篠原
13033 板橋区 松⽉院幼稚園
13034 板橋区 株式会社 丸⾦
13035 板橋区 株式会社楓の⾵在宅医療⽀援ステーション楓の⾵
13036 板橋区 有限会社柳⽣
13037 板橋区 ⻄⾕⼯業株式会社
13038 板橋区 ⽇本メガケア（株）東京⽀店
13039 板橋区 株式会社リース東京



13040 板橋区 株式会社中央住宅東京⻄営業所
13041 板橋区 医療法⼈社団北桜会東武練⾺クリニック
13042 板橋区 天間建設（株）
13043 板橋区 株式会社ダイワパックス東京⽀店
13044 板橋区 （有）志賀商店
13045 板橋区 三菱電機ビルテクノサービス株式会社成増営業所
13046 板橋区 アズハイムテラス成増
13047 板橋区 社会福祉法⼈翠⽣会
13048 板橋区 （株）三喜
13049 板橋区 （有）⼿塚設備⼯業
13050 板橋区 丸善⾷品⼯業（株）
13051 板橋区 （株）弘南
13052 板橋区 巣鴨信⽤⾦庫東武練⾺⽀店
13053 板橋区 （株）サンペイ
13054 板橋区 池⽥園
13055 板橋区 東信道路サービス（株）
13056 板橋区 総合警備保障株式会社城北⽀社 板橋営業所
13057 板橋区 （株）中道⼯務店
13058 板橋区 社会福祉法⼈北野会
13059 板橋区 株式会社創和エンジニアリング
13060 板橋区 東京リネンサービス株式会社
13061 板橋区 株式会社 オープンハウス成増営業センター
13062 板橋区 株式会社ユウガ総合メンテナンス
13063 板橋区 第⼀整備⼯業株式会社
13064 板橋区 ⼩⽥⼯業（株）
13065 板橋区 菱信⼯業株式会社東京営業所
13066 板橋区 株式会社 要興業
13067 板橋区 （株）ホンダカーズ東京中央成増店
13068 板橋区 （株）⻘⽊メタル
13069 板橋区 佐藤興業（有）
13070 板橋区 （有）星⼭興業
13071 板橋区 （株）サタケ城⻄店
13072 板橋区 APIT AUTO BACS SHINONOME CARS板橋⽀店
13073 板橋区 ⽇本エンドレス（株）
13074 板橋区 アベイズム株式会社 板橋事業所
13075 板橋区 マチダコーポレーション（株）東京⽀店
13076 板橋区 （株）⽇東サービス
13077 板橋区 ⼀富⼠⼯業株式会社
13078 板橋区 光⾷株式会社
13079 板橋区 光グループ株式会社
13080 板橋区 SBSリコーロジスティックス㈱OS事業部 板橋⽀店
13081 板橋区 技研（株）
13082 板橋区 株式会社 アーネストワン成増営業所



13083 板橋区 オイシックス・ラ・⼤地株式会社
13084 板橋区 河島コンクリート⼯業（株）
13085 板橋区 株式会社 浅野屋
13086 板橋区 株式会社 ＴＯＥＮＴＲＥＮＣＨ
13087 板橋区 （株）板倉鉄筋⼯業
13088 板橋区 有限会社 宮本⼯業所
13089 板橋区 北野⼯業（有）
13090 板橋区 株式会社 四葉オートサービス
13091 板橋区 徳丸管⼯（株）
13092 板橋区 リーテック 株式会社
13093 板橋区 株式会社第⼀広房TOKYO
13094 板橋区 共栄計装株式会社
13095 板橋区 有限会社 ⿅電社
13096 板橋区 ⽇本郵便株式会社板橋⻄郵便局
13097 板橋区 三光化成（株）
13098 板橋区 まるやま幼稚園
13099 板橋区 （株）ロブテックス東京営業所
13100 板橋区 （株）つくし⼯房
13101 板橋区 株式会社春⽇産業
13102 板橋区 株式会社 ⽔道技術開発機構東⽇本⼯事部
13103 板橋区 社会福祉法⼈ みその福祉会ケアタウン成増
13104 板橋区 （株）明治⼟⽊
13105 板橋区 株式会社エージーエーコーポレーション
13106 板橋区 ⾼⼀建設（株）
13107 板橋区 中尾建設⼯業（株）
13108 板橋区 東京電機⼯業（株）
13109 板橋区 みその幼稚園
13110 板橋区 ナミキリフォームサービス（株）
13111 板橋区 ㈱ナミキ
13112 板橋区 株式会社 ⼤⾨
13113 板橋区 （有）剣閣
13114 板橋区 株式会社栄建設
13115 板橋区 株式会社ネットワークエキスパ―ト本社
13116 板橋区 株式会社ミツバサンコーワ
13117 板橋区 （株）⽇本住設サービス
13118 板橋区 池松空調⼯業株式会社
13119 板橋区 （株）ブロス
13120 板橋区 株式会社 社福屋不動産販売
13121 板橋区 （株）喜芳園
13122 板橋区 株式会社ピー・エイチ・ワークス
13123 板橋区 三倉建設（株）
13124 板橋区 株式会社ＭＫグループReHaMo板橋
13125 板橋区 株式会社 不⼆商会本社



13126 板橋区 株式会社 ホンダファーネス
13127 板橋区 板橋⻄清掃事務所
13128 板橋区 （株）不⼆商会板橋営業所
13129 板橋区 株式会社スタッフ・レント
13130 板橋区 あかり・ライフインテリア株式会社
13131 板橋区 （株）⼯藤商店⾼島平営業所
13132 板橋区 学校法⼈ 須⽥学園きよみ幼稚園
13133 板橋区 三鈴電⼯販売（株）
13134 板橋区 佐⽵建設株式会社
13135 板橋区 株式会社 佐々⽊⼯業
13136 板橋区 ケアサポートいたばし
13137 板橋区 ココプラント（株）
13138 板橋区 有限会社ケーエヌ興業
13139 板橋区 （株）筑紫野
13140 板橋区 （有）オートジャンクション
13141 板橋区 有限会社 と⾦急送
13142 板橋区 東洋舗材（株）
13143 板橋区 株式会社⼩島⼯務店東京⽀店
13144 板橋区 （株）オムコ東⽇本
13145 板橋区 ひかりのくに（株）東京⽀社
13146 板橋区 那須興産 株式会社
13147 板橋区 （株）セオ防⽔技建
13148 板橋区 株式会社 電通エンジニアリング
13149 板橋区 株式会社 リンケージ 東京⽀社
13150 板橋区 共栄バルブ⼯業（株）
13151 板橋区 （株）⽯井表記
13152 板橋区 ⼋壽⼯業（株）
13153 板橋区 豊栄道路⼯業（株）
13154 板橋区 （有）東昇建設
13155 板橋区 （株）⻑太郎不動産
13156 板橋区 東⽇本メルテック株式会社練⾺事業所
13157 板橋区 （株）恒⾷
13158 板橋区 （株）菅謙⼯務店
13159 板橋区 （有）徳丸モータース
13160 板橋区 ⼤東実業（株）
13161 板橋区 （株）誠
13162 板橋区 （株）鳶三
13163 板橋区 有限会社 rise system
13164 板橋区 コヴィディエンジャパン株式会社板橋事務所
13165 板橋区 古宮製本（株）
13166 板橋区 株式会社保険科学研究所城北集配センター
13167 板橋区 オカダアイヨン（株）東京本店
13168 板橋区 （株）太陽油化



13169 板橋区 （株）クラシアン
13170 板橋区 株式会社北陸産業
13171 板橋区 株式会社東栄住宅成増営業所
13172 板橋区 株式会社カンネツ
13173 板橋区 関東ロックウール株式会社東京本店
13174 練⾺区 警視庁（他1） 
13176 練⾺区 国際運転代⾏
13177 練⾺区 株式会社 ⼭城屋
13178 練⾺区 公益社団法⼈練⾺区シルバー⼈材センター
13179 練⾺区 （株）メディセオ練⾺⽀店
13180 練⾺区 ㈱アイホー東京⽀店
13181 練⾺区 株式会社シケン 練⾺営業所
13182 練⾺区 エリコンジャパン株式会社
13183 練⾺区 ダイキンHVACソリューション東京株式会社
13184 練⾺区 ㈱秋⼭
13185 練⾺区 フォルクスワーゲンジャパン販売㈱フォルクスワーゲン豊⽟
13186 練⾺区 池⽥製粉株式会社
13187 練⾺区 ㈱池⽥模範堂 東京⽀店
13188 練⾺区 アイテム株式会社
13189 練⾺区 ⽇本郵便株式会社練⾺郵便局
13190 練⾺区 有限会社 イング
13191 練⾺区 ㈱オープンハウス練⾺営業センタ
13192 練⾺区 内野建設㈱
13193 練⾺区 株式会社 関東マツダ練⾺豊島園店
13194 練⾺区 株式会社⼩沢組
13195 練⾺区 サクラエンジニアリング株式会社
13196 練⾺区 トヨタモビリティ東京（株）豊⽟⽬⽩通り店
13197 練⾺区 有限会社⾼﨑⼯業
13198 練⾺区 ウチダ商事株式会社
13199 練⾺区 有限会社城北環境サービス社
13200 練⾺区 株式会社⼩⾒⼭
13201 練⾺区 株式会社カマスズ
13202 練⾺区 トヨタモビリティ東京株式会社練⾺貫井店
13203 練⾺区 ㈱⼤塚商会練⾺⽀店
13204 練⾺区 ⼀般財団法⼈ 関東電気保安協会東京北事業本部 城北事業所
13205 練⾺区 梶⼭建設㈱
13206 練⾺区 社会福祉法⼈ハッピーネット春⽇倶楽部
13207 練⾺区 ⼤丸エナウィン株式会社アクア東京営業所
13208 練⾺区 東京エレク総業株式会社
13209 練⾺区 ㈱りそな銀⾏練⾺⽀店
13210 練⾺区 株式会社久保脇⼯業所
13211 練⾺区 ⼩島電機⼯業株式会社
13212 練⾺区 ㈱⽊曽路 環七⼩⽵町店



13213 練⾺区 北豊島園⾃動⾞学校
13214 練⾺区 サクラ精機株式会社
13215 練⾺区 社会福祉法⼈あかねの会
13216 練⾺区 ⽇之出⾃動⾞⼯業株式会社
13217 練⾺区 テイケイ株式会社 練⾺⽀社
13218 練⾺区 宮城建機⼯業株式会社
13219 練⾺区 有限会社早伸松陽組
13220 練⾺区 東和薬品株式会社練⾺営業所
13221 練⾺区 ㈱内野ホームテック
13222 練⾺区 ㈱⽇祥商会
13223 練⾺区 株式会社Ｄ−Ｌｉｖｅ
13224 練⾺区 株式会社トーヨータイヤジャパン関東⽀社 練⾺営業所
13225 練⾺区 アイカ⼯業株式会社
13226 練⾺区 ㈱⾓産
13227 練⾺区 株式会社 不⼆テクア
13228 練⾺区 株式会社アクト
13229 練⾺区 スズキ株式会社東京直納グループ
13230 練⾺区 会津電設（株）
13231 練⾺区 株式会社ニップコーポレーション氷川台営業所
13232 練⾺区 株式会社レンズ
13233 練⾺区 株式会社コクエイ
13234 練⾺区 株式会社サト商ビルフレックス
13235 練⾺区 ㈱⽇東商会
13236 練⾺区 医療法⼈社団健育会介護⽼⼈保健施設ライフサポートひなた
13237 練⾺区 株式会社東栄住宅 練⾺営業所
13238 練⾺区 ㈱サンクリーン
13239 練⾺区 株式会社 南光
13240 練⾺区 ㈱サトウ巧材
13241 練⾺区 三球電機㈱
13242 練⾺区 住友林業ホームサービス㈱練⾺⽀店
13243 練⾺区 東建コーポレーション株式会社東京練⾺⽀店
13244 練⾺区 株式会社志光運送
13245 練⾺区 ㈱星野興業
13246 練⾺区 株式会社ダスキン光和
13247 練⾺区 株式会社 篠
13248 練⾺区 有限会社 市川興業
13249 練⾺区 株式会社三新電業社
13250 練⾺区 ㈱上杉設備
13251 練⾺区 サンエー⼯業㈱
13252 練⾺区 ＮＰＯ法⼈シニアふれあい練⾺
13253 練⾺区 東京キリンビバレッジサービス株式会社 北東京⽀店
13254 練⾺区 布⻲株式会社 練⾺センター
13255 練⾺区 共栄⼟⽊株式会社



13256 練⾺区 Fit.e-House株式会社
13257 練⾺区 練⾺区役所環境課
13258 練⾺区 新興電機㈱
13259 練⾺区 東京協同サービス株式会社
13260 練⾺区 株式会社 コサカ
13261 練⾺区 社会福祉法⼈ハッピーネットﾘﾌﾚ中村橋ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
13262 練⾺区 サントリービバレッジソリューション㈱練⾺⽀店
13263 練⾺区 株式会社 寺澤建装
13264 練⾺区 株式会社フクダ
13265 練⾺区 東京少年鑑別所
13266 練⾺区 アウディアプループドオートモー
13267 練⾺区 ㈱平賀
13268 練⾺区 株式会社光和ファシリティ
13269 練⾺区 ㈱スズキ⾃販東京練⾺営業所
13270 練⾺区 昇和建設㈱
13271 練⾺区 株式会社市川商店
13272 練⾺区 株式会社K.CENTURY
13273 練⾺区 株式会社中⻄製作所練⾺営業所
13274 練⾺区 ⽇本メディカルテクノロジー㈱
13275 練⾺区 ㈱丸の内⼯芸
13276 練⾺区 セイキ販売㈱
13277 練⾺区 株式会社フジテックトーヨー住器
13278 練⾺区 ㈱⽇進エンジニアリング
13279 練⾺区 テクノ空調㈱
13280 練⾺区 株式会社サーフ
13281 練⾺区 社会福祉法⼈ハッピーネット春⽇びより
13282 練⾺区 ㈱メッドトラスト東京
13283 練⾺区 キリンメンテナンス・サービス㈱東京ＣＥセンタ練⾺ステーション
13284 練⾺区 ダイキン⼯業練⾺サービスステーション
13285 練⾺区 税理⼠法⼈ＴＭＳ
13286 練⾺区 グローリー株式会社東京⻄サービスセンター
13287 練⾺区 鈴茂器⼯㈱
13288 練⾺区 ゆめの園りふれ春⽇町デイサービスセンター
13289 練⾺区 株式会社 武翔総合管理
13290 練⾺区 株式会社服部電気設備
13291 練⾺区 社会福祉法⼈キングスガーデン東
13292 練⾺区 株式会社ミニミニ城北練⾺店
13293 練⾺区 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京北⽀店練⾺⽀社
13294 練⾺区 株式会社⽔研 東京⽀店
13295 練⾺区 株式会社三菱UFJ銀⾏練⾺⽀店
13296 練⾺区 篠原⾷品㈱
13297 練⾺区 JCOM株式会社東京東技術センター
13298 練⾺区 株式会社 プラウディア



13299 練⾺区 株式会社Ｍ＆Ｍ
13300 練⾺区 株式会社ケーアイ
13301 練⾺区 （株）ケー・エス・ケー
13302 練⾺区 ㈱デコラート
13303 練⾺区 株式会社アイイークリニック
13304 練⾺区 東京都⽔道局北部⽀所
13305 練⾺区 東京都下⽔道サービス（株）練⾺事業所
13306 練⾺区 株式会社ジェイコム東京
13307 練⾺区 株式会社ジェイコム東京東エリア店
13308 練⾺区 株式会社三⽔社
13309 練⾺区 株式会社ナベカン
13310 練⾺区 社会福祉法⼈安⼼会豊⽟南しあわせの⾥
13311 練⾺区 ユニテック電空説株式会社
13312 練⾺区 東海漬物㈱東京⽀店
13313 練⾺区 練⾺区役所危機管理室危機管理課
13314 練⾺区 （株）岡⽥⼟⽊
13315 練⾺区 ㈱内野住宅センター
13316 練⾺区 練⾺区練⾺清掃事務所
13317 練⾺区 シンコール㈱
13318 練⾺区 東京電⼒パワーグリッド株式会社練⾺事務所
13319 練⾺区 株式会社⼤坂⼯業所
13320 練⾺区 東京システム株式会社
13321 練⾺区 トヨタモビリティ東京株式会社豊⽟環七通り店
13322 練⾺区 三笠電機株式会社
13323 練⾺区 （株）ティップネス氷川台店
13324 練⾺区 東京ドルフィンクラブ桜台スイミングスクール
13325 練⾺区 東⽇本三菱⾃動⾞販売（株）平和台店
13326 練⾺区 東京三菱⾃動⾞販売㈱練⾺営業所
13327 練⾺区 株式会社JBM
13328 練⾺区 澤⽥商⼯株式会社
13329 練⾺区 株式会社 不⼆商会練⾺営業所
13330 練⾺区 東京⽇産⾃動⾞販売㈱練⾺店
13331 練⾺区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ豊⽟センター
13332 練⾺区 明⼯商事（株）
13333 練⾺区 森清電設（株）
13334 練⾺区 ホシザキ関東㈱練⾺営業所
13335 練⾺区 ㈱ナイル商会
13336 練⾺区 七海建設㈱
13337 練⾺区 ㈱永岡書店
13338 練⾺区 アルフレッサ（株）東京⽀店
13339 練⾺区 株式会社ｎCSリハビリ訪問⼊浴nagomi練⾺東店
13340 練⾺区 ⽇産東京販売㈱⾕原店
13341 練⾺区 有限会社⼤橋材⽊店



13342 練⾺区 警視庁練⾺警察署
13343 練⾺区 練⾺区役所経理⽤地課
13344 練⾺区 （株）モリイチ
13345 練⾺区 東京あおば農業協同組合練⾺春⽇町⽀店
13346 練⾺区 東京消防庁練⾺消防署
13347 練⾺区 パーソルワークスデザイン株式会社
13348 練⾺区 ㈱和商
13349 練⾺区 ㈱みずほ銀⾏練⾺富⼠⾒台⽀店
13350 練⾺区 株式会社ホンダカーズ東京中央中村橋店
13351 練⾺区 蒔⽥興業㈱
13352 練⾺区 丸成商事㈱
13353 練⾺区 ⽇⽴空調関東（株）
13354 練⾺区 ⽇⽴空調ソリューションズ
13355 練⾺区 松⼾建設㈱
13356 練⾺区 三笠製薬㈱
13357 練⾺区 みのり幼稚園
13358 練⾺区 （株）東和⼯業
13359 練⾺区 ヤマト電機㈱
13360 練⾺区 （株）吉岡⾃動⾞興業
13361 練⾺区 吉⾒建設㈱
13362 練⾺区 ㈱リバスター
13363 練⾺区 （株）ユアテック
13364 練⾺区 双栄基礎⼯業株式会社東京⽀店
13365 練⾺区 ⾼瀬物産㈱練⾺⽀店
13366 練⾺区 ⽟川商店
13367 練⾺区 フランスベッド（株）メディカル練⾺営業所
13368 練⾺区 野⼝興産㈲
13369 練⾺区 ㈱吉⽥⼯商
13370 練⾺区 ⼩泉機器⼯業株式会社中野営業所
13371 練⾺区 ヘンリーシャインジャパンイースト㈱ 練⾺営業所
13372 練⾺区 富⼠薬品⼯業㈱
13373 練⾺区 株式会社ツクイ
13374 練⾺区 ハイウエイ開発株式会社東京作業所
13375 練⾺区 医療法⼈杏林会介護⽼⼈保健施設リハビリパーク練⾺
13376 練⾺区 株式会社⼤沢電装
13377 練⾺区 東京電電株式会社
13378 練⾺区 株式会社Ｂ＆Ｖ
13379 練⾺区 （株）⽩洋舎 練⾺営業所
13380 練⾺区 株式会社アップルフィード
13381 練⾺区 綜合警備保障株式会社城北⽀社練⾺営業所
13382 練⾺区 株式会社フレアス
13383 練⾺区 株式会社トーカイ練⾺事務所
13384 練⾺区 東京⽔道株式会社窓⼝サービス部練⾺事務所



13385 練⾺区 トヨタモビリティ東京株式会社練⾺北町店
13386 練⾺区 株式会社エレベータシステムズ
13387 練⾺区 ⽇本道路株式会社⻄部出張所
13388 練⾺区 ㈱セイワ
13389 練⾺区 株式会社JSH訪問介護 コルディアーレ練⾺
13390 練⾺区 株式会社岩本商会
13391 練⾺区 明和物産㈱明治わくわく楽座春⽇
13392 練⾺区 介護⽼⼈保健施設 葵の園・練⾺
13393 練⾺区 ㈱出⽔企画
13394 練⾺区 （株）富⼠交通研究所練⾺出張所
13395 練⾺区 株式会社 クラモト
13396 練⾺区 東洋ビルサービス（株）練⾺営業所
13397 練⾺区 株式会社 藤朋
13398 練⾺区 株式会社 ウチダハウス
13399 練⾺区 ⼋正建設株式会社
13400 練⾺区 イエローハット練⾺店
13401 練⾺区 最上建設株式会社
13402 練⾺区 ⼀般財団法⼈ 関東電気保安協会東京北事業本部 城⻄事業所
13403 練⾺区 エフ・メンテナンス設計株式会社
13404 練⾺区 クリナップ株式会社 東京⽀店練⾺営業所
13405 練⾺区 株式会社ライクス 中北営業所
13406 練⾺区 アズハイムテラス練⾺
13407 練⾺区 グレートワン警備株式会社
13408 練⾺区 株式会社ツクイ練⾺光が丘営業所
13409 練⾺区 ⽇産プリンス東京販売株式会社練⾺北町店
13410 練⾺区 株式会社 関⼝⼟⽊
13411 練⾺区 東京ガスライフバルＴＡＫＥＵＣＨＩ株式会社
13412 練⾺区 トヨタモビリテ東京株式会社U−Car光が丘店
13413 練⾺区 有限会社エムケイレンタル
13414 練⾺区 株式会社スペースケア練⾺営業所
13415 練⾺区 東芝キャリア株式会社サービス営業部
13416 練⾺区 三静電気⼯事株式会社
13417 練⾺区 警視庁光が丘警察署
13418 練⾺区 株式会社ワークコスモ
13419 練⾺区 ダイハツ東京販売株式会社練⾺北町店
13420 練⾺区 ⼤丸⽊材株式会社
13421 練⾺区 練⾺区⽴富⼠⾒台デイサービスセンター
13422 練⾺区 株式会社エフワンエヌ東京⽀店
13423 練⾺区 損保ジャパンパートナーズ株式会社 北東京⽀店
13424 練⾺区 株式会社練⾺ホゼン
13425 練⾺区 株式会社ノールディベール
13426 練⾺区 トヨタモビリティ東京株式会社U-Car⾕原⽬⽩通り店
13427 練⾺区 トヨタモビリティ東京株式会社練⾺⼟⽀⽥店



13428 練⾺区 株式会社⻄原商会練⾺営業所
13429 練⾺区 エクシオインフラ株式会社北町技術センター通信⼟⽊部
13430 練⾺区 株式会社ジャパンフレーズ
13431 練⾺区 株式会社 勝楽園
13432 練⾺区 陸上⾃衛隊練⾺駐屯地業務隊管理課
13433 練⾺区 （株）中⽥デンタル・センター
13434 練⾺区 東明興業株式会社
13435 練⾺区 丸広⼟⽊株式会社
13436 練⾺区 ㈱ナムコ
13437 練⾺区 株式会社 アークコアバイクランド
13438 練⾺区 ⽣活協同組合パルシステム東京練⾺センター
13439 練⾺区 森屋興業株式会社
13440 練⾺区 有限会社 ⼭⼿酸素商会
13441 練⾺区 株式会社 全 ⼯
13442 練⾺区 ⼯機ホールディングスジャパン株式会社 城⻄営業所
13443 練⾺区 株式会社 スズケン東京⻄事業所
13444 練⾺区 第⼀環境株式会社
13445 練⾺区 野⼝管⼯株式会社
13446 練⾺区 株式会社 ⾏⽥商店
13447 練⾺区 ⽥柄幼稚園
13448 練⾺区 光が丘郵便局かんぽサービス部
13449 練⾺区 中村⼯業株式会社
13450 練⾺区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ⽯神井センター
13451 練⾺区 トヨタモビリティ東京株式会社⾕原⽬⽩通り店
13452 練⾺区 株式会社植⽂
13453 練⾺区 株式会社 ハクユーサービス
13454 練⾺区 多賀建設株式会社 練⾺営業所
13455 練⾺区 株式会社 泰 秀
13456 練⾺区 東京シェルパック株式会社練⾺営業所
13457 練⾺区 河端建設株式会社
13458 練⾺区 株式会社 藤本⼯業
13459 練⾺区 第⼀舗道株式会社
13460 練⾺区 アースサポート練⾺⾼野台
13461 練⾺区 東都⽣活共同組合 練⾺センター
13462 練⾺区 有限会社 渡辺設備⼯業
13463 練⾺区 東洋商事株式会社⾸都圏営業所
13464 練⾺区 株式会社 ⽇南
13465 練⾺区 株式会社ヤナセ練⾺⽀店
13466 練⾺区 ⽇本郵便株式会社光が丘郵便局
13467 練⾺区 ㈱友功社
13468 練⾺区 株式会社 トミー精⼯
13469 練⾺区 株式会社ツクイ練⾺南⽥中
13470 練⾺区 合同会社サワムラガク



13471 練⾺区 成増ロンドスイミングスクール
13472 練⾺区 東京消防庁光が丘消防署
13473 練⾺区 株式会社英電
13474 練⾺区 ⽇産プリンス東京販売株式会社ルノー練⾺店
13475 練⾺区 練⾺幼稚園
13476 練⾺区 株式会社英電
13477 練⾺区 株式会社 サカキ重機
13478 練⾺区 社会福祉法⼈ 東京福祉会練⾺⾼松園
13479 練⾺区 宮本製粉株式会社
13480 練⾺区 株式会社ﾈｸｽｺ東⽇本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ三郷道路事務所東京外環事業所
13481 練⾺区 アライ電機産業株式会社
13482 練⾺区 株式会社 ⼤滝
13483 練⾺区 坂東⼯業㈱
13484 練⾺区 ダイドービバレッジサービス株式城北営業所
13485 練⾺区 ㈱レンタルのニッケン練⾺営業所
13486 練⾺区 さかえ幼稚園
13487 練⾺区 ヤマザキビスケット株式会社東京⻄営業所
13488 練⾺区 株式会社三協
13489 練⾺区 株式会社ながとも
13490 練⾺区 株式会社 ヨシケイ埼⽟・練⾺営業所
13491 練⾺区 株式会社丸協⻘果
13492 練⾺区 ⽇本防⽔⼯業株式会社
13493 練⾺区 株式会社関⾕舗道
13494 練⾺区 アゴラ造園株式会社
13495 練⾺区 ⼤東建託株式会社練⾺⽀店
13496 練⾺区 東京都交通局 ⾞両電気部⼤江⼾線電気管理所
13497 練⾺区 エンパイヤ⾃動⾞株式会社
13498 練⾺区 株式会社 フロンティア練⾺営業所
13499 練⾺区 株式会社ＭＥＩＨＯＵ
13500 練⾺区 （株）東京正直屋
13501 練⾺区 株式会社 前⽥電設
13502 練⾺区 株式会社⼩泉中央練⾺営業所
13503 練⾺区 桝⽥電機株式会社
13504 練⾺区 ⽇本設備保全株式会社
13505 練⾺区 東⽇本⾼速道路株式会社関東⽀社 東京外環⼯事事務所
13506 練⾺区 東京配電⼯事（株）⻄部営業所
13507 練⾺区 株式会社 テクノ
13508 練⾺区 株式会社太平エンジニアリング
13509 練⾺区 光が丘パークヴィラ
13510 練⾺区 練⾺⽩菊幼稚園
13511 練⾺区 芹澤建材株式会社
13512 練⾺区 東鋼管⼯業株式会社
13513 練⾺区 株式会社テーオーフローリング



13514 練⾺区 セントケア東京株式会社リフォーム練⾺
13515 練⾺区 社会福祉法⼈ 創⽣
13516 練⾺区 テクノプロサポート株式会社城⻄サービスステーション
13517 練⾺区 （株）ＴＮＫ
13518 練⾺区 株式会社 スヤマ
13519 練⾺区 株式会社ダスキンほづみ
13520 練⾺区 株式会社スズキ⾃販東京アリーナ板橋
13521 練⾺区 ⼤陽ステンレススプリング株式会社
13522 練⾺区 株式会社 ⼭本電機
13523 練⾺区 ブリヂストン・タイヤ・ジャパン株式会社
13524 練⾺区 株式会社五⼗嵐商会
13525 練⾺区 東京あおば農業協同組合
13526 練⾺区 株式会社三恵ホンダ
13527 練⾺区 株式会社コヤマドライビングスクール⽯神井
13528 練⾺区 東電タウンプランニング株式会社 東京総⽀社
13529 練⾺区 東邦薬品株式会社練⾺事業所
13530 練⾺区 有限会社増島建材⼯業
13531 練⾺区 ⽇産東京販売株式会社⾕原笹⽬通り店
13532 練⾺区 東京スバル株式会社練⾺店
13533 練⾺区 株式会社 ⽊曽路  ⾕原店
13534 練⾺区 株式会社エクシオテック東京⽀店
13535 練⾺区 エクシオグループ株式会社
13536 練⾺区 吉⽥冷機⼯業株式会社
13537 練⾺区 ヤマサン⾷品株式会社
13538 練⾺区 誠⼀商事株式会社
13539 練⾺区 タカナシ販売株式会社新東京営業所
13540 練⾺区 ㈱オープンハウス・アーキテクト練⾺展⽰場
13541 練⾺区 株式会社東京計測
13542 練⾺区 アポロビルサービス株式会社
13543 練⾺区 ジーエス管業株式会社
13544 練⾺区 公益財団法⼈練⾺区環境まちづくり公社循環センター
13545 練⾺区 ⼩泉機器⼯業株式会社練⾺営業所
13546 練⾺区 ⼤沢電気⼯業株式会社
13547 練⾺区 オフィスグリコ練⾺販売センター
13548 練⾺区 ⽯神井清掃事務所⾕原清掃事業所
13549 練⾺区 株式会社ヤマシタ練⾺営業所
13550 練⾺区 アカオアルミ株式会社
13551 練⾺区 ㈱セイシン
13552 練⾺区 美東建設株式会社
13553 練⾺区 有限会社城北グリーン
13554 練⾺区 東京北研株式会社
13555 練⾺区 有限会社 森川⾦属
13556 練⾺区 株式会社⼭⽅商事



13557 練⾺区 ⾼橋春建設株式会社
13558 練⾺区 株式会社 丸⾦
13559 練⾺区 株式会社東基
13560 練⾺区 ⼤内電気株式会社
13561 練⾺区 サンメディックス株式会社東京第⼀⽀店
13562 練⾺区 株式会社太平ビルケア東京⽀店
13563 練⾺区 株式会社ティップネス東武練⾺店
13564 練⾺区 恒和⼯業株式会社
13565 練⾺区 太陽精機株式会社
13566 練⾺区 フジ興業株式会社
13567 練⾺区 リック株式会社設備東営業所
13568 練⾺区 株式会社 ⽵井造園
13569 練⾺区 ⽣活共同組合コープみらいコープデリ⾼野台センター
13570 練⾺区 株式会社シマデン
13571 練⾺区 株式会社ウィルライト
13572 練⾺区 寿電設株式会社
13573 練⾺区 オリエント通信株式会社
13574 練⾺区 株式会社⽩洋舎武蔵野⽀店⽯神井営業所
13575 練⾺区 株式会社アウトプラッツ
13576 練⾺区 トヨタモビリティ東京株式会社練⾺⾼野台店
13577 練⾺区 株式会社武蔵野フーズ東京営業所
13578 練⾺区 特定⾮営利活動法⼈練⾺区障害者事業所
13579 練⾺区 東京消防庁光が丘消防署北町出張所
13580 練⾺区 南光幼稚園
13581 練⾺区 ⼭栄⼯業株式会社
13582 練⾺区 コモタ株式会社
13583 練⾺区 トヨタモビリティ東京株式会社U-Car⾕原光が丘店
13584 練⾺区 株式会社ＮＴＴ東⽇本−南関東
13585 練⾺区 株式会社新星コーポレーション
13586 練⾺区 株式会社環境衛⽣サービスセンター
13587 練⾺区 練⾺区⽴⾼野台デイサービスセンター
13588 練⾺区 損害保険ジャパン株式会社練⾺⽀社
13589 練⾺区 花菱産業株式会社
13590 練⾺区 愛和幼稚園
13591 練⾺区 かちどき製粉株式会社
13592 練⾺区 パラマウントケアサービス㈱練⾺営業所
13593 練⾺区 株式会社ダスキン⾼松⽀店
13594 練⾺区 新明電材株式会社練⾺営業所
13595 練⾺区 株式会社 本道
13596 練⾺区 東京ヤクルト販売株式会社練⾺事業所
13597 練⾺区 株式会社ホンダカーズ東京中央法⼈営業部
13598 練⾺区 株式会社ホンダカーズ東京中央⾼野台営業所
13599 練⾺区 ＢＸゆとりフォーム株式会社練⾺店



13600 練⾺区 加々美建設株式会社
13601 練⾺区 株式会社 ⽇⾠練⾺北営業所
13602 練⾺区 株式会社ユニマットそよ⾵練⾺ケアセンター
13603 練⾺区 株式会社中川化学ドライ
13604 練⾺区 松本興機株式会社
13605 練⾺区 ⼤東建託パートナーズ株式会社練⾺営業所
13606 練⾺区 興和通信建設株式会社
13607 練⾺区 株式会社 ⽇⾠
13608 練⾺区 対⾺建設株式会社
13609 練⾺区 株式会社ファースト
13610 練⾺区 株式会社ジェイシティーホテルカデンツァ光が丘
13611 練⾺区 株式会社ショーエイ創美
13612 練⾺区 ニック株式会社練⾺営業所
13613 練⾺区 株式会社アートプリントジャパン
13614 練⾺区 ワタミの宅⾷ 練⾺⻄営業所
13615 練⾺区 有限会社⼭建管⼯業
13616 練⾺区 トヨタモビリティ東京株式会社⾕原光が丘店
13617 練⾺区 株式会社アカギ
13618 練⾺区 中村オートパーツ株式会社練⾺営業所
13619 練⾺区 株式会社ヨコハマタイヤジャパン東京カンパニー練⾺営業所
13620 練⾺区 渡辺パイプ株式会社練⾺サービスセンター
13621 練⾺区 いすゞ⾃動⾞⾸都圏株式会社練⾺サービスセンター
13622 練⾺区 株式会社アキコ
13623 練⾺区 株式会社ミリオンインターナショナル
13624 練⾺区 株式会社オグニ設備⼯業
13625 練⾺区 株式会社⽇東⼯業
13626 練⾺区 株式会社ＡＳＰＥＣＴ
13627 練⾺区 有限会社福家建設⼯業
13628 練⾺区 トシン電機株式会社練⾺営業所
13629 練⾺区 株式会社伊藤園練⾺⽀店
13630 練⾺区 ダイハツ東京販売株式会社光が丘店
13631 練⾺区 新和⼯業 株式会社
13632 練⾺区 共栄電器⼯業株式会社東京営業所
13633 練⾺区 パールシャープ株式会社
13634 練⾺区 株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東⽀社
13635 練⾺区 株式会社ノア・テクニカ
13636 練⾺区 正晃株式会社 東京⽀店
13637 練⾺区 協同⾷品株式会社
13638 練⾺区 練⾺ひかり幼稚園
13639 練⾺区 有限会社市川プランニング
13640 練⾺区 株式会社富⼠装
13641 練⾺区 株式会社菊池電気
13642 練⾺区 株式会社HT Motor Carsポルシェセンター練⾺



13643 練⾺区 株式会社秀アソシエイツ
13644 練⾺区 菊池建設株式会社
13645 練⾺区 鉄原実業株式会社
13646 練⾺区 株式会社⿂進フーズ
13647 練⾺区 東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝ㈱城⻄サービスステーション
13648 練⾺区 株式会社ネクスコ東⽇本トラステ
13649 練⾺区 株式会社ティーシーエスVolkswagen光が丘店
13650 練⾺区 株式会社ダスキン営業推進東京⻄店
13651 練⾺区 アウディ練⾺
13652 練⾺区 株式会社兼松建設興業
13653 練⾺区 ⼀般社団法⼈ 練⾺区医師会
13654 練⾺区 アクティビティ型デイサービスりぶうぇる練⾺⾼野台
13655 練⾺区 ⼤森電設株式会社
13656 練⾺区 医療法⼈社団 優腎会優⼈クリニック
13657 練⾺区 中⾥幼稚園
13658 練⾺区 株式会社 ＭＩＣ
13659 練⾺区 株式会社⻑内⼟建
13660 練⾺区 タナカプロダクツ
13661 練⾺区 尾島興業株式会社
13662 練⾺区 株式会社栗⼭商会
13663 練⾺区 株式会社ニュージャパンミート
13664 練⾺区 株式会社井⼝機⼯製作所
13665 練⾺区 株式会社リースキン・シュウワ
13666 練⾺区 ⽇本ＮＴＲ株式会社
13667 練⾺区 有限会社トミタ商事
13668 練⾺区 株式会社橋兼産業
13669 練⾺区 ⽇産東京販売株式会社⼤泉店
13670 練⾺区 有限会社アイコー設備
13671 練⾺区 ⽇成電業株式会社
13672 練⾺区 丸ノ内⼯業株式会社
13673 練⾺区 株式会社アンデス
13674 練⾺区 進幼稚園
13675 練⾺区 株式会社⾓産東京⻄営業所
13676 練⾺区 横⽥設備⼯業(株)
13677 練⾺区 株式会社東東京イエローハット関町店
13678 練⾺区 株式会社はんざわ
13679 練⾺区 ケアパートナー⼤泉
13680 練⾺区 サントリービバレッジソリューション(株）城⻄⽀店
13681 練⾺区 安⽥株式会社東京⽀店
13682 練⾺区 （株）関東マツダ ⼤泉店
13683 練⾺区 株式会社ダイソウ
13684 練⾺区 有限会社協⽴⼯業
13685 練⾺区 北東京⽣活クラブ⽣活協同組合⼤泉センター



13686 練⾺区 社会福祉法⼈章佑会やすらぎの⾥⼤泉
13687 練⾺区 ⼤泉⽂華幼稚園
13688 練⾺区 医療法⼈社団 岡⽥医院
13689 練⾺区 東京あおば農業協同組合⼤泉⽀店
13690 練⾺区 益⽥商事株式会社
13691 練⾺区 株式会社ホンダカーズ東京中央⼤泉店
13692 練⾺区 ⼤泉⼩鳩幼稚園
13693 練⾺区 ⽇本郵便株式会社⼤泉郵便局
13694 練⾺区 ⼤泉デイサービスセンター
13695 練⾺区 トシン電機株式会社⼤泉営業所
13696 練⾺区 医療法⼈社団翔洋会
13697 練⾺区 株式会社リクワイト
13698 練⾺区 ⽇本⽣命保険相互会社池袋⽀社⼤泉営業部
13699 練⾺区 東京鉄塔⼯事株式会社
13700 練⾺区 ゼクオス株式会社
13701 練⾺区 明治安⽥⽣命保険相互会社池袋⽀社⼤泉営業所
13702 練⾺区 （株）シノダ練⾺店
13703 練⾺区 建和
13704 練⾺区 株式会社 窪治組
13705 練⾺区 社会福祉法⼈章佑会やすらぎミラージュ
13706 練⾺区 本道重建（株）
13707 練⾺区 （有）東京幸起
13708 練⾺区 株式会社 ヤマト
13709 練⾺区 （株）トーワ通建
13710 練⾺区 ⼤泉幼稚園
13711 練⾺区 ベストライフ有限会社
13712 練⾺区 ⼆孝建設株式会社
13713 練⾺区 ピュアロード株式会社
13714 練⾺区 朝⽇⽣命保険相互会社⽯神井営業所
13715 練⾺区 社会福祉法⼈章佑会やすらぎの杜
13716 練⾺区 （株）全溶
13717 練⾺区 住協建設株式会社⼤泉出張所
13718 練⾺区 東杏印刷㈱
13719 練⾺区 株式会社⽥中ガラス
13720 練⾺区 社会福祉法⼈武蔵野会練⾺福祉園
13721 練⾺区 タイヨー電気⼯業㈱
13722 練⾺区 ⽇商エアロ㈱
13723 練⾺区 （有）永信⼯務店
13724 練⾺区 東映株式会社 東京撮影所
13725 練⾺区 株式会社⼤盛
13726 練⾺区 綜合警備保障株式会社城北⽀社⼤泉営業所
13727 練⾺区 ㈱藤和ハウス⼤泉学園店
13728 練⾺区 （株）三菱東京ＵＦＪ銀⾏⼤泉⽀店



13729 練⾺区 株式会社村⽥防災
13730 練⾺区 東映アニメーション㈱
13731 練⾺区 株式会社 ⼤誠⼯業
13732 練⾺区 ㈱⼤泉⾃動⾞教習所
13733 練⾺区 ケイアイスター不動産株式会社
13734 練⾺区 ㈱向⽥ラス⼯業
13735 練⾺区 ㈱タムラ製作所
13736 練⾺区 有限会社 原電気⼯業
13737 練⾺区 アムハード⼩⻄株式会社
13738 練⾺区 （有）稲⾒建材店
13739 練⾺区 森商事（株）城北営業所
13740 練⾺区 エスポワール練⾺
13741 練⾺区 シンコー警備保障 練⾺営業所
13742 練⾺区 ピース⾃動⾞⼯業㈱
13743 練⾺区 三菱電機システムサービス㈱練⾺サービスステーション
13744 練⾺区 ⼤泉富⼠幼稚園
13745 練⾺区 学校法⼈旭出学園旭出学園（特別⽀援学校）
13746 練⾺区 ㈱岩城組
13747 練⾺区 三豊興産株式会社練⾺⽀店
13748 練⾺区 MKコンクリート株式会社
13749 練⾺区 有限会社エムケイロジテム
13750 練⾺区 ほうや幼稚園
13751 練⾺区 医療法⼈社団優腎会優⼈上⽯神井クリニック
13752 練⾺区 有限会社福岡システム
13753 練⾺区 丸益建設株式会社
13754 練⾺区 中村モータース
13755 練⾺区 ⼀建設株式会社 リフォーム課
13756 練⾺区 株式会社ヨドバシカメラエクスプレスサービス部⽯神井拠点
13757 練⾺区 株式会社 ⽇栄東海
13758 練⾺区 ⼤起建設㈱
13759 練⾺区 東京あおば農業協同組合⽯神井⽀店
13760 練⾺区 東京ガス・ライフアサヒ・ライフバル⽯神井
13761 練⾺区 ⽯神井警察署
13762 練⾺区 ホクト商事株式会社関東事業部
13763 練⾺区 三井住友信託銀⾏ ⽯神井⽀店
13764 練⾺区 萬屋株式会社
13765 練⾺区 ㈱ヨシダ消毒
13766 練⾺区 みずほ幼稚園
13767 練⾺区 ⽇本郵便株式会社⽯神井郵便局
13768 練⾺区 森⾕商事有限会社
13769 練⾺区 ⼩笠原興業㈱
13770 練⾺区 ⽩ふじ幼稚園
13771 練⾺区 ㈱総設



13772 練⾺区 株式会社三和トラスト
13773 練⾺区 トヨタモビリティ東京（株）⽯神井台営業所
13774 練⾺区 三英建設㈱
13775 練⾺区 ⼭⼝物産㈱
13776 練⾺区 瀬⼾⾒建設㈱
13777 練⾺区 上⽯神井幼稚園
13778 練⾺区 市川緑化⼟⽊㈱
13779 練⾺区 メルセデス・ベンツ⽯神井宮園輸⼊⾞販売株式会社
13780 練⾺区 ニッポー⼯業㈱
13781 練⾺区 株式会社ヨドバシカメラｴｸｽﾌﾟﾚｽサービス部 下⽯神井拠点
13782 練⾺区 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）北東京サービスセンター
13783 練⾺区 ㈱⼩池⼯務店
13784 練⾺区 フクダライフテック東京株式会社
13785 練⾺区 ⽯神井消防署
13786 練⾺区 ㈱⼤塚商会 武蔵野⽀店
13787 練⾺区 ブリヂストンサイクル株式会社 城北営業所
13788 練⾺区 練⾺区⽯神井清掃事務所
13789 練⾺区 医療法⼈社団 ⿓岡会神⽯介護⽼⼈保健施設
13790 練⾺区 光栄⼯業㈱
13791 練⾺区 株式会社 ホーク・ワン
13792 練⾺区 株式会社ミニミニ城⻄上⽯神井店
13793 練⾺区 トヨタモビリティ東京株式会社上⽯神井店
13794 練⾺区 ㈱町⽥硝⼦店
13795 練⾺区 ⽇章テック㈱
13796 練⾺区 ㈱菊地⼯業
13797 練⾺区 東洋⼯業㈱
13798 練⾺区 株式会社本橋造園
13799 練⾺区 株式会社 和光緑化
13800 練⾺区 ㈱マキノ祭典
13801 練⾺区 株式会社関東マツダ⽯神井店
13802 練⾺区 ⿂伊三
13803 練⾺区 福⼭建設㈱
13804 練⾺区 有限会社福⼀興業
13805 練⾺区 株式会社 ジェイレック
13806 練⾺区 株式会社 ⼩関⽥中園
13807 練⾺区 (株)タイセイ・ハウジー上⽯神井営業所
13808 練⾺区 ㈱伊藤住設
13809 練⾺区 ㈱エム・ティ・ティ
13810 練⾺区 東京⽇産⾃動⾞販売㈱関町店
13811 練⾺区 株式会社銀座⼭形屋トレーディング
13812 練⾺区 株式会社ライトグリーン
13813 練⾺区 株式会社⼩澤葬祭
13814 練⾺区 サンエム⼯業㈱



13815 練⾺区 伏⾒⾃動⾞板⾦
13816 練⾺区 ㈱林商事
13817 練⾺区 株式会社スズキ⾃販東京
13818 練⾺区 ㈱富⼠薬品 練⾺営業所
13819 練⾺区 練⾺⾃動⾞㈱
13820 練⾺区 ㈱東光クリエート 東京営業所
13821 練⾺区 株式会社信和
13822 練⾺区 ⽇産⽯油ガス㈱
13823 練⾺区 株式会社サーマル
13824 練⾺区 三浦⼯業㈱練⾺営業所
13825 練⾺区 東京ガスライフアサヒ株式会社
13826 練⾺区 ⽇伸建設㈱
13827 練⾺区 茂⽊ポンプ⼯業㈱
13828 練⾺区 株式会社 クラシアン練⾺営業所
13829 練⾺区 東３冷凍機株式会社東京⻄サービスステーション
13830 練⾺区 株式会社ナースサポート・アリス
13831 練⾺区 コンクリート・コーリング（株）
13832 練⾺区 三雄⼯業（株）
13833 練⾺区 ⾼⼭⼟⽊株式会社
13834 練⾺区 株式会社 協伸
13835 練⾺区 あいおいニッセイ同和損保（株）東京北⽀店 モーター開発課
13836 練⾺区 ⼩松電気⼯事（株）
13837 練⾺区 ⽯神井丸正⾷品（株）
13838 練⾺区 栃和泉⾃動⾞㈱
13839 練⾺区 株式会社ユニホー練⾺営業所
13840 練⾺区 稲垣機材（株）練⾺営業所
13841 練⾺区 株式会社エリアスタ
13842 練⾺区 ⽇本開発⼯業株式会社
13843 練⾺区 株式会社ホープ
13844 練⾺区 株式会社ジャストプロジェクト
13845 練⾺区 有限会社アカンサスピザーラ⼤泉学園店
13846 練⾺区 積和建設東京株式会社練⾺⽀店
13847 練⾺区 株式会社ﾕﾆﾏｯﾄ､ﾘﾀｲﾔﾒﾝﾄｺﾐｭﾆﾃｨ⽯神井ｸﾗｼｯｸ、ｺﾐｭﾆﾃｨそよ⾵
13848 練⾺区 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社関町店
13849 練⾺区 株式会社ＧＯＯＤ
13850 練⾺区 三協テック株式会社関東
13851 練⾺区 三絆地所株式会社
13852 練⾺区 株式会社 三浦⼯業
13853 練⾺区 ロイヤル綜建設株式会社
13854 練⾺区 ⼀建設株式会社CS推進部リフォーム課
13855 練⾺区 株式会社 エスケアメイトエスケアステーション練⾺
13856 練⾺区 株式会社 アシスト
13857 練⾺区 ⼀建設株式会社 注⽂住宅１課



13858 練⾺区 社会福祉法⼈ 若⽔会みなみにじいろ保育園
13859 練⾺区 ⼀建設株式会社 注⽂住宅２課
13860 練⾺区 株式会社 光波
13861 練⾺区 新和電設株式会社
13862 練⾺区 株式会社⻄部緑化 ⼯事部
13863 練⾺区 株式会社 ⼤興
13864 練⾺区 株式会社ハウスメイトマネジメン練⾺⽀店
13865 練⾺区 医療法⼈社団 星の砂
13866 練⾺区 ㈱テオリアハウスクリニック
13867 練⾺区 有限会社ﾋﾟｰｼﾞｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
13868 練⾺区 清⽔建設 株式会社清⽔JV外環⼤泉シールド作業所
13869 練⾺区 関東ビルメンテナンス株式会社
13870 練⾺区 三⼭薬品株式会社
13871 練⾺区 株式会社 ロードクリーン
13872 練⾺区 仁六建設株式会社
13873 練⾺区 セントラルウェルネスクラブ保⾕
13874 練⾺区 ⼤成・⾶島・⼤豊特定建設⼯事共同体
13875 練⾺区 株式会社 ワタナベ
13876 練⾺区 トヨタモビリティ東京株式会社練⾺関町店
13877 練⾺区 ⼤成・安藤・間・五洋・⾶島・⼤豊建設共同体外環トンネル作業
13878 練⾺区 ⽇鋳商事㈱東京営業所
13879 練⾺区 かがやきデイサービス東⼤泉
13880 練⾺区 ⼀建設株式会社 本店１課
13881 練⾺区 株式会社防災企業
13882 練⾺区 ⼀建設株式会社⼈材開発部 総合技能課
13883 練⾺区 ⼀建設株式会社⼈材開発部 ⼤⼯技能課
13884 練⾺区 ⼀建設株式会社⼈材開発部 品質指導課
13885 練⾺区 ⼀建設株式会社⼈材開発部 在留・管理課
13886 練⾺区 ⼀建設株式会社本店営業3課
13887 練⾺区 ⼀建設株式会社本店 営業２課
13888 練⾺区 ⽇本海綿業株式会社関東⽀店
13889 練⾺区 株式会社 エム・テクノ
13890 練⾺区 トヨタモビリティ東京⼤泉学園店
13891 練⾺区 株式会社福屋不動産販売⽯神井公園店
13892 練⾺区 （有）ウチヤマ地質⼯業
13893 ⾜⽴区 警視庁（他1） 
13895 ⾜⽴区 スバル運転代⾏
13896 ⾜⽴区 ひかり運転代⾏
13897 ⾜⽴区 ピンチランナー
13898 ⾜⽴区 アイ代⾏⾜⽴舎⼈店
13899 ⾜⽴区 代⾏⼀番Tokyo
13900 ⾜⽴区 サンキュー運転代⾏
13901 ⾜⽴区 ミサワホーム株式会社東京北⽀店



13902 ⾜⽴区 学校法⼈東京電機⼤学
13903 ⾜⽴区 東京消防庁 千住消防署
13904 ⾜⽴区 損害保険ジャパン株式会社東東京⽀店城東⽀社
13905 ⾜⽴区 株式会社ニッピ
13906 ⾜⽴区 株式会社サンリツ
13907 ⾜⽴区 株式会社レイカ
13908 ⾜⽴区 株式会社保健科学研究所北千住営業所
13909 ⾜⽴区 ⾜⽴東清掃事務所曙分室
13910 ⾜⽴区 ⽇本郵便株式会社⾜⽴郵便局
13911 ⾜⽴区 株式会社芝本⾃動⾞
13912 ⾜⽴区 フジ⼯営株式会社
13913 ⾜⽴区 株式会社ハマノ
13914 ⾜⽴区 株式会社ハナミキ
13915 ⾜⽴区 （株）ナカネ
13916 ⾜⽴区 ホシザキ関東株式会社
13917 ⾜⽴区 ⽇本郵便株式会社⾜⽴郵便局第１集配営業課
13918 ⾜⽴区 株式会社吉⽥鉄⾻⼯業
13919 ⾜⽴区 株式会社ナリタ解体⼯事
13920 ⾜⽴区 明治安⽥⽣命保険相互会社千住⽀社
13921 ⾜⽴区 協和機⼯株式会社
13922 ⾜⽴区 株式会社みずほ銀⾏千住法⼈部
13923 ⾜⽴区 （株）オフィスコーポレーション東京営業所
13924 ⾜⽴区 社会福祉法⼈ 聖⾵会千住桜花苑
13925 ⾜⽴区 ミサワリフォーム株式会社北千住店
13926 ⾜⽴区 株式会社⾕⼝
13927 ⾜⽴区 丸勤⾷販企業組合
13928 ⾜⽴区 ⽇新⼯業株式会社
13929 ⾜⽴区 株式会社鈴⽊塗装⼯務店
13930 ⾜⽴区 株式会社泰成⼯業所
13931 ⾜⽴区 岡⽥商事株式会社 千住倉庫
13932 ⾜⽴区 ⾼瀬物産（株）城東⽀店
13933 ⾜⽴区 有限会社 喜⽥家
13934 ⾜⽴区 株式会社 保健科学 東⽇本北千住営業所
13935 ⾜⽴区 株式会社ダイトウ
13936 ⾜⽴区 岡⾕精⽴⼯業株式会社
13937 ⾜⽴区 スターツＣＡＭ株式会社城北エリア
13938 ⾜⽴区 （株）⼋洋 ⾜⽴営業所
13939 ⾜⽴区 株式会社モトハラ
13940 ⾜⽴区 株式会社トップ
13941 ⾜⽴区 コニカミノルタジャパン株式会社
13942 ⾜⽴区 株式会社拓和 東京⽀店
13943 ⾜⽴区 株式会社阿部商店
13944 ⾜⽴区 警視庁千住警察署



13945 ⾜⽴区 株式会社ハリカエ
13946 ⾜⽴区 株式会社経産
13947 ⾜⽴区 中央労働⾦庫千住⽀店
13948 ⾜⽴区 墨⽥建築⼯業株式会社
13949 ⾜⽴区 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀⾏千住⽀店
13950 ⾜⽴区 株式会社渡喜建設
13951 ⾜⽴区 株式会社 JSH
13952 ⾜⽴区 千住⾦属⼯業株式会社
13953 ⾜⽴区 城北ヤクルト販売株式会社
13954 ⾜⽴区 須川⼯業株式会社
13955 ⾜⽴区 株式会社新井組
13956 ⾜⽴区 向陽印刷株式会社
13957 ⾜⽴区 株式会社ハルタ
13958 ⾜⽴区 古平タイル⼯業株式会社
13959 ⾜⽴区 株式会社グランディオサービス
13960 ⾜⽴区 株式会社トーセキ
13961 ⾜⽴区 阿久津⾷品株式会社
13962 ⾜⽴区 株式会社トーヨー
13963 ⾜⽴区 美濃紙業株式会社
13964 ⾜⽴区 ⾜⽴幼稚園
13965 ⾜⽴区 東京都第六建設事務所
13966 ⾜⽴区 ⽇進化成株式会社
13967 ⾜⽴区 野村證券株式会社千住⽀店
13968 ⾜⽴区 株式会社ダイモン
13969 ⾜⽴区 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
13970 ⾜⽴区 （株）タケダ
13971 ⾜⽴区 株式会社永進⼯業
13972 ⾜⽴区 株式会社りそな銀⾏千住⽀店
13973 ⾜⽴区 株式会社オープンハウス北千住営業センター
13974 ⾜⽴区 電波屋株式会社
13975 ⾜⽴区 （株）ノースダイヤル東京営業所
13976 ⾜⽴区 数研出版株式会社
13977 ⾜⽴区 学校法⼈ 帝京科学⼤学
13978 ⾜⽴区 株式会社熊⾕軌道
13979 ⾜⽴区 株式会社トーセキ⾦澤建設
13980 ⾜⽴区 芝園開発株式会社
13981 ⾜⽴区 株式会社 磯崎
13982 ⾜⽴区 美濃紙業株式会社
13983 ⾜⽴区 訪問看護ステーションデューン⾜
13984 ⾜⽴区 株式会社 エヌテック
13985 ⾜⽴区 ⽇本植⽣株式会社 東京営業所
13986 ⾜⽴区 株式会社KOYAMA
13987 ⾜⽴区 株式会社千葉銀⾏千住⽀店



13988 ⾜⽴区 アイザワ証券株式会社千住⽀店
13989 ⾜⽴区 株式会社ビケンテクノサニテーション本部
13990 ⾜⽴区 社会福祉法⼈どろんこ会北千住どろんこ保育園
13991 ⾜⽴区 株式会社メッツ
13992 ⾜⽴区 株式会社ゼンテック
13993 ⾜⽴区 株式会社前⽥鉄⼯所
13994 ⾜⽴区 株式会社第⼀冷暖房
13995 ⾜⽴区 有限会社システム空調
13996 ⾜⽴区 ⾜⽴成和信⽤⾦庫本部
13997 ⾜⽴区 テイケイ株式会社北千住⽀社
13998 ⾜⽴区 東京電⼒パワーグリッド株式会社⼯務部
13999 ⾜⽴区 ヤトロ電⼦株式会社
14000 ⾜⽴区 株式会社三井住友銀⾏千住法⼈営業部
14001 ⾜⽴区 株式会社ヴェルテックスプラン東京本店
14002 ⾜⽴区 株式会社福屋不動産販売
14003 ⾜⽴区 株式会社ハウスパートナー
14004 ⾜⽴区 有限会社ハリバット
14005 ⾜⽴区 明治安⽥⽣命保険相互会社北千住営業部
14006 ⾜⽴区 株式会社ミニミニ城北北千住店
14007 ⾜⽴区 株式会社福祉協同サービス⾜⽴営業所
14008 ⾜⽴区 学校法⼈ ⾜⽴学園
14009 ⾜⽴区 株式会社フォーグリーンきたせんじゅステップ第４
14010 ⾜⽴区 朝⽇⽣命保険相互会社
14011 ⾜⽴区 医療法⼈財団健和会柳原腎クリニック
14012 ⾜⽴区 株式会社フォーグリーン
14013 ⾜⽴区 株式会社オカバ
14014 ⾜⽴区 株式会社ショウエイ
14015 ⾜⽴区 医療法⼈財団桜会
14016 ⾜⽴区 株式会社廣瀬商会
14017 ⾜⽴区 警視庁⻄新井警察署
14018 ⾜⽴区 株式会社アイ・ビルド
14019 ⾜⽴区 ミサワホーム東京株式会社⻄新井営業所
14020 ⾜⽴区 杉本興業（株）
14021 ⾜⽴区 ㈱アイエヌエス
14022 ⾜⽴区 アダマンド並⽊精密宝⽯株式会社
14023 ⾜⽴区 千代⽥紡織（株）
14024 ⾜⽴区 （株）中庄⼯場
14025 ⾜⽴区 ブリヂストンタイヤサービス東⽇本㈱タイヤサービス⾜⽴店
14026 ⾜⽴区 ケアパートナー株式会社ケアパートナー⻄新井
14027 ⾜⽴区 博慈会記念総合病院
14028 ⾜⽴区 （株）朝⽇エージェンシー
14029 ⾜⽴区 アサヒネット⼯業（株）東京⽀店
14030 ⾜⽴区 （有）⼩倉屋商店



14031 ⾜⽴区 （株）ケアフレンド
14032 ⾜⽴区 （株）サンセーコー
14033 ⾜⽴区 トヨタモビリティ東京株式会社⻄新井店
14034 ⾜⽴区 ⾜⽴ケアコミュニティそよ⾵
14035 ⾜⽴区 （株）伊藤園 荒川⽀店
14036 ⾜⽴区 （株）東京測振
14037 ⾜⽴区 株式会社⼗急
14038 ⾜⽴区 東京マリン⻄新井スイミング
14039 ⾜⽴区 （株）宮川⼟⽊
14040 ⾜⽴区 社会福祉法⼈聖⾵会ゆうあいの郷・六⽉
14041 ⾜⽴区 （株）アイワコピー
14042 ⾜⽴区 株式会社 カシモト
14043 ⾜⽴区 グリーンリサイクル株式会社
14044 ⾜⽴区 有限会社川⽥興業
14045 ⾜⽴区 叙々苑フードファクトリー
14046 ⾜⽴区 （有）渡辺⾃動⾞興業
14047 ⾜⽴区 （株）みつわ巧芸
14048 ⾜⽴区 春⽇電設株式会社
14049 ⾜⽴区 丸井産業株式会社北東京営業所
14050 ⾜⽴区 東京都下⽔道局みやぎ⽔再⽣センター
14051 ⾜⽴区 （株）トーショク
14052 ⾜⽴区 やんま㈱
14053 ⾜⽴区 シンシア⾜⽴
14054 ⾜⽴区 （有）松浩商会
14055 ⾜⽴区 株式会社⽚野商店
14056 ⾜⽴区 城北⼩野⽥レミコン（株）
14057 ⾜⽴区 （株）ヨシモリ
14058 ⾜⽴区 社会福祉法⼈⻘少年福祉センター
14059 ⾜⽴区 （有）さくら総業
14060 ⾜⽴区 （株）マツモト
14061 ⾜⽴区 硬化クローム⼯業（株）
14062 ⾜⽴区 株式会社サンエー印刷
14063 ⾜⽴区 医療法⼈社団 福寿会
14064 ⾜⽴区 平⼭建設株式会社
14065 ⾜⽴区 （株）クルーズ
14066 ⾜⽴区 栗駒電気⼯事（株）
14067 ⾜⽴区 介護⽼⼈福祉施設ル・ソラリオン⻄新井
14068 ⾜⽴区 ASIAMIX㈱
14069 ⾜⽴区 （株）⼩泉製作所
14070 ⾜⽴区 東京スバル（株）⽵の塚店
14071 ⾜⽴区 株式会社セリオ 東京北営業所
14072 ⾜⽴区 医療法⼈社団成和会 ⻄新井病院
14073 ⾜⽴区 ⽇産東京販売株式会社⻄新井江北店



14074 ⾜⽴区 ㈱ヨドバシカメラ扇⼤橋
14075 ⾜⽴区 （株）内⽥⼟⽊
14076 ⾜⽴区 （株）アベルコ 総務部
14077 ⾜⽴区 ⽇本カニゼン株式会社
14078 ⾜⽴区 株式会社 ⽇⽐商店
14079 ⾜⽴区 （株）美柳 東京北営業所
14080 ⾜⽴区 （株）アベルコ東京住設⽀店
14081 ⾜⽴区 太和⼯業株式会社
14082 ⾜⽴区 ラクール薬品販売（株）
14083 ⾜⽴区 株式会社 成昇
14084 ⾜⽴区 ヤマト包装技術研究所株式会社関東⽀店
14085 ⾜⽴区 クリナップ（株）東京北営業所
14086 ⾜⽴区 福⾒産業（株）
14087 ⾜⽴区 （株）アベルコ東京⽀店
14088 ⾜⽴区 株式会社アベルコ東京ＴＳ⽀店
14089 ⾜⽴区 （株）⼤⻑⼯務店
14090 ⾜⽴区 株式会社 ヤマシタ⾜⽴営業所
14091 ⾜⽴区 （株）宮本商店
14092 ⾜⽴区 （株）渡部⼯務店
14093 ⾜⽴区 伊藤ハム販売株式会社東京特販営業所
14094 ⾜⽴区 ㈲⽚野商事
14095 ⾜⽴区 いすゞ⾃動⾞⾸都圏株式会社⾜⽴⽀店
14096 ⾜⽴区 （株）⽊曽路 ⻄新井店
14097 ⾜⽴区 ネッツトヨタ東都（株）⻄新井店
14098 ⾜⽴区 株式会社オネスティ
14099 ⾜⽴区 ⽇東海藻（株）
14100 ⾜⽴区 ㈱⽇本ケアサプライ東京営業所
14101 ⾜⽴区 北東京⽣活クラブ⽣活協同組合梅⽥センター
14102 ⾜⽴区 ⽇本郵便株式会社⾜⽴⻄郵便局
14103 ⾜⽴区 （株）富⼠峰興業
14104 ⾜⽴区 株式会社みずほ銀⾏ ⾜⽴⽀店
14105 ⾜⽴区 ㈱ENEOSフロンティア東京第１⽀店Dr.Driveセルフ環七江北店
14106 ⾜⽴区 東京スバル（株）⾜⽴店
14107 ⾜⽴区 東京キリンビバレッジサービス（株）⾜⽴営業所
14108 ⾜⽴区 （株）⽇新環境調査センター
14109 ⾜⽴区 株式会社ホンダカーズ東京中央U−Select⻄新井
14110 ⾜⽴区 （有）宮⽥興業
14111 ⾜⽴区 ㈱梅元ケアセンター
14112 ⾜⽴区 岡⽥電気産業（株）東京北営業所
14113 ⾜⽴区 （株）江東微⽣物研究所城北営業所
14114 ⾜⽴区 ⽇産⾃動⾞販売㈱ハイテクセンター⼩台
14115 ⾜⽴区 東京消防庁第六消防⽅⾯本部消防救助機動部隊
14116 ⾜⽴区 奥野製薬⼯業株式会社東京⽀店



14117 ⾜⽴区 ⼩島電機⼯業（株）⾜⽴営業所
14118 ⾜⽴区 （株）東栄住宅⻄新井⽀店
14119 ⾜⽴区 BXゆとりフォーム株式会社
14120 ⾜⽴区 株式会社ハイロジック東京⽀店
14121 ⾜⽴区 東洋建設⼯業株式会社
14122 ⾜⽴区 トヨタモビリティ東京株式会社⾜⽴⽵の塚店
14123 ⾜⽴区 王⼦段ボール（株）
14124 ⾜⽴区 東京消防庁⾜⽴消防署
14125 ⾜⽴区 （株）タナチョー
14126 ⾜⽴区 いずみ記念病院
14127 ⾜⽴区 綜合電材（株）
14128 ⾜⽴区 ⽇本ステリ株式会社東京センター
14129 ⾜⽴区 ⽩元アース（株）
14130 ⾜⽴区 株式会社⽇中製作所東京⽀店
14131 ⾜⽴区 学校法⼈ 順天学園
14132 ⾜⽴区 東邦薬品（株）⾜⽴営業所
14133 ⾜⽴区 （株）いづみ
14134 ⾜⽴区 （株）マルコシ
14135 ⾜⽴区 東洋設備（株）
14136 ⾜⽴区 ロイヤルホームセンター株式会社⾜⽴⿅浜店
14137 ⾜⽴区 ドイト㈱ドイト⻄新井店
14138 ⾜⽴区 マスセット（株）
14139 ⾜⽴区 スターツアメニティー株式会社⾜⽴営業所
14140 ⾜⽴区 （株）アベルコ東京ＬＩＶＥ⽀店
14141 ⾜⽴区 株式会社アベルコ東京建材⽀店
14142 ⾜⽴区 ⼀建設株式会社⻄新井営業所
14143 ⾜⽴区 アサヒ⾦属（株）
14144 ⾜⽴区 （株）ホクリク
14145 ⾜⽴区 ⽵下産業㈱
14146 ⾜⽴区 （株）野⼝製作所
14147 ⾜⽴区 遠藤建設（株）
14148 ⾜⽴区 （株）トライ企画
14149 ⾜⽴区 ビセラル株式会社
14150 ⾜⽴区 （株）フジ
14151 ⾜⽴区 （株）ＴＯＹＯ
14152 ⾜⽴区 株式会社トーカイ⾜⽴営業所
14153 ⾜⽴区 東京都住宅供給公社⻄新井窓⼝センター
14154 ⾜⽴区 （株）筑波⾃販整備⼯場
14155 ⾜⽴区 遠藤建材（株）
14156 ⾜⽴区 渡辺パイプ株式会社
14157 ⾜⽴区 （株）丸⼗商店
14158 ⾜⽴区 堀真建設（株）
14159 ⾜⽴区 ⽥島ルーフィング㈱ 開発本部



14160 ⾜⽴区 更正保護法⼈清和会
14161 ⾜⽴区 三星産業㈱東京事業本部
14162 ⾜⽴区 清⽔電設（株）
14163 ⾜⽴区 社会医療法⼈社団 医善会介護⽼⼈保健施設いずみ
14164 ⾜⽴区 スターツピタットハウス（株）⻄新井店
14165 ⾜⽴区 エスジー株式会社 東京⼯場
14166 ⾜⽴区 （株）丸中⼯務店
14167 ⾜⽴区 ㈱コスモフーズ東京⽀店
14168 ⾜⽴区 三共リース（株）介護事業部東京
14169 ⾜⽴区 株式会社⽇本建設警備
14170 ⾜⽴区 株式会社LIXILトーヨーサッシ商事 ⾜⽴店
14171 ⾜⽴区 ㈲野⼝興業
14172 ⾜⽴区 アダチビバレッジサービス㈱
14173 ⾜⽴区 株式会社 三和企画
14174 ⾜⽴区 ユタカ産業（株）
14175 ⾜⽴区 （株）⼩宮紙器
14176 ⾜⽴区 ⽥島ルーフィング（株）宮城⼯場
14177 ⾜⽴区 ⽇産プリンス東京販売株式会社⻄新井⼤師店
14178 ⾜⽴区 ⼤東建託（株）⾜⽴⽀店
14179 ⾜⽴区 中江商会（株）
14180 ⾜⽴区 ＣＩＰＳアドバンス(株)東京東営業所
14181 ⾜⽴区 タニコー株式会社城北営業所
14182 ⾜⽴区 トヨタモビリティ東京株式会社扇⼤橋店
14183 ⾜⽴区 （株）⻘路商会
14184 ⾜⽴区 巣鴨信⽤⾦庫 ⿅浜⽀店
14185 ⾜⽴区 （株）アールエスエス
14186 ⾜⽴区 (株)⽇本典礼
14187 ⾜⽴区 （有）根岸商店
14188 ⾜⽴区 タイヘイ（株） 城北営業所
14189 ⾜⽴区 横⽥⾃動⾞整備（株）
14190 ⾜⽴区 株式会社アイ・エス産業
14191 ⾜⽴区 江北⽩百合幼稚園
14192 ⾜⽴区 社会福祉法⼈聖⾵会特別養護⽼⼈ホーム扇
14193 ⾜⽴区 株式会社東京クリアセンター⾜⽴⽀社
14194 ⾜⽴区 あいおいニッセイ同和損保東京東⽀店 ⾜⽴⽀社
14195 ⾜⽴区 株式会社カクヤス城北センター
14196 ⾜⽴区 第⼀若草幼稚園
14197 ⾜⽴区 ベストリハ⻄新井
14198 ⾜⽴区 学校法⼈あぐり郷学園こだま幼稚園
14199 ⾜⽴区 加藤産業㈱東関東⽀社
14200 ⾜⽴区 （株）イマニシ
14201 ⾜⽴区 鉄友⼯業株式会社東京メンテナンスセンター
14202 ⾜⽴区 ⽇本化薬株式会社東京⼯場



14203 ⾜⽴区 （株）アンレット東京営業所
14204 ⾜⽴区 ⼋千代幼稚園
14205 ⾜⽴区 東和⼯業株式会社
14206 ⾜⽴区 橘幼稚園
14207 ⾜⽴区 株式会社レジデンシャル不動産
14208 ⾜⽴区 株式会社栄伸建設⼯業
14209 ⾜⽴区 ⾜⽴双葉幼稚園
14210 ⾜⽴区 医療法⼈社団やよい会あだち江北メディカルクリニック
14211 ⾜⽴区 （株）トーテック
14212 ⾜⽴区 学校法⼈⼩宮学園興南幼稚園
14213 ⾜⽴区 ⾜⽴愛育幼稚園
14214 ⾜⽴区 江北さくら幼稚園
14215 ⾜⽴区 帝国器材（株）
14216 ⾜⽴区 東建コーポレーション株式会社北東京施⼯センター
14217 ⾜⽴区 株式会社 なかの
14218 ⾜⽴区 有限会社 神⼭産業
14219 ⾜⽴区 （株）リード⼯業
14220 ⾜⽴区 （株）光道
14221 ⾜⽴区 株式会社ワールドメット
14222 ⾜⽴区 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Ｃａｒ⾜⽴島根店
14223 ⾜⽴区 株式会社鈴⽊商館北関東⽀店 東京営業所
14224 ⾜⽴区 株式会社ファミリーマート東京第２リージョン 江東営業所
14225 ⾜⽴区 （有）⽯井⾃動⾞整備⼯場
14226 ⾜⽴区 株式会社 ⽔⼯房
14227 ⾜⽴区 株式会社 江機
14228 ⾜⽴区 都築鋼産（株）
14229 ⾜⽴区 （株）ホンダカーズ東京中央⻄新井店
14230 ⾜⽴区 株式会社 イッスイ
14231 ⾜⽴区 ㈱⼭英
14232 ⾜⽴区 株式会社 エム・アール・ビー
14233 ⾜⽴区 共⽴建設株式会社
14234 ⾜⽴区 東京⽇産⾃動⾞販売（株）⻄新井店
14235 ⾜⽴区 セカンドジムプラス⻄新井
14236 ⾜⽴区 株式会社東電機⼯業所
14237 ⾜⽴区 伊藤ハム販売株式会社⾜⽴営業所
14238 ⾜⽴区 川端建設（株）
14239 ⾜⽴区 ダイハツ東京販売（株）⽵の塚店
14240 ⾜⽴区 株式会社アットホーム
14241 ⾜⽴区 株式会社メルディア リアルティ
14242 ⾜⽴区 布⻲株式会社⾜⽴⻄デリバリーセンター
14243 ⾜⽴区 （株）環境技術研究所
14244 ⾜⽴区 ハクゾウメディカル株式会社
14245 ⾜⽴区 ㈱三栄建築設計⾜⽴⽀店



14246 ⾜⽴区 有限会社 進拓⼯業
14247 ⾜⽴区 株式会社 正進⼯業
14248 ⾜⽴区 株式会社呉英製作所 東京営業所
14249 ⾜⽴区 株式会社 オープンハウス⻄新井営業所
14250 ⾜⽴区 光建興業株式会社
14251 ⾜⽴区 ㈱ユーセツ
14252 ⾜⽴区 株式会社 ⼭城
14253 ⾜⽴区 （株）カマタ
14254 ⾜⽴区 （株）⽵内⼯務店
14255 ⾜⽴区 ⽇本コムシス（株）
14256 ⾜⽴区 第⼀電機⼯業㈱東京⽀店
14257 ⾜⽴区 スギモトテクノ株式会社
14258 ⾜⽴区 ⽇建リース⼯業株式会社介護東京⽀店
14259 ⾜⽴区 株式会社 恵信⼯業
14260 ⾜⽴区 株式会社 セレモ・ワールド
14261 ⾜⽴区 トーヨーベンディング㈱
14262 ⾜⽴区 有限会社せかんど
14263 ⾜⽴区 ヤマト電機株式会社⾜⽴営業所
14264 ⾜⽴区 （株）関東マツダ⻄新井店
14265 ⾜⽴区 株式会社スズケン城北事業所
14266 ⾜⽴区 ⽯崎産業（株）
14267 ⾜⽴区 株式会社あおばライフケア
14268 ⾜⽴区 株式会社ヨコハマタイヤジャパン東京カンパニー⾜⽴⻄営業所
14269 ⾜⽴区 ㈱アスケン
14270 ⾜⽴区 株式会社プログレス
14271 ⾜⽴区 産栄空調株式会社
14272 ⾜⽴区 ㈱ファミリーマート東⽇本エリア東東京リージョン⾜⽴営業所
14273 ⾜⽴区 （有）髙松興業
14274 ⾜⽴区 エンドウ・エコレイズ（株）
14275 ⾜⽴区 株式会社イーグルオートサービス
14276 ⾜⽴区 （株）清⽔屋
14277 ⾜⽴区 （株）ファミリーマート東京第２リージョン江⼾川営業所
14278 ⾜⽴区 フランスベッド株式会社メディカル⾜⽴営業所
14279 ⾜⽴区 藤栄冷熱⼯業株式会社
14280 ⾜⽴区 七欧通信興業株式会社⾜⽴営業所
14281 ⾜⽴区 株式会社新⽇本点検
14282 ⾜⽴区 テクノウッド株式会社江北事業所
14283 ⾜⽴区 三和シャッター⼯業㈱⾜⽴営業所
14284 ⾜⽴区 坂本燃料（株）
14285 ⾜⽴区 （株）光製作所  流通本部
14286 ⾜⽴区 ワタミの宅⾷東京北営業所
14287 ⾜⽴区 建設⼯機（株）
14288 ⾜⽴区 株式会社中村設備⼯務店



14289 ⾜⽴区 （有）蟹井塗装⼯業
14290 ⾜⽴区 ニッポン⾃動⾞整備株式会社
14291 ⾜⽴区 内外⼯業株式会社⾜⽴資機材置き場
14292 ⾜⽴区 株式会社トーテック・テクノ・サ
14293 ⾜⽴区 しらかば株式会社 事務部
14294 ⾜⽴区 ミアヘルサ株式会社
14295 ⾜⽴区 有限会社鈴英
14296 ⾜⽴区 東建コーポレーション（株）⾜⽴⽀店
14297 ⾜⽴区 セイブ環境株式会社東京営業所
14298 ⾜⽴区 丸上⾷品⼯業株式会社
14299 ⾜⽴区 コムシスエンジニアリング㈱上野事業所
14300 ⾜⽴区 株式会社加賀商會
14301 ⾜⽴区 （株）⼩林⼯事
14302 ⾜⽴区 （有）⿇⽣⼟⽊
14303 ⾜⽴区 有限会社橘興業
14304 ⾜⽴区 （株）トーコロ
14305 ⾜⽴区 ⻄⾠興業（株）
14306 ⾜⽴区 株式会社 ユタカ⼯業
14307 ⾜⽴区 有限会社寿々⽊⼯業
14308 ⾜⽴区 吉野⽯膏株式会社 東京⼯場
14309 ⾜⽴区 平野⾷品⼯業（株）
14310 ⾜⽴区 株式会社東東京イエローハットイエローハット⻄新井店
14311 ⾜⽴区 株式会社和氣産業
14312 ⾜⽴区 （株）藁科商店
14313 ⾜⽴区 株式会社千代⽥セレモニー
14314 ⾜⽴区 社会福祉法⼈⻄新井だいわ会
14315 ⾜⽴区 株式会社ホンダカーズ東京中央⾜⽴⼩台店
14316 ⾜⽴区 株式会社ツクイ⾜⽴⻄新井
14317 ⾜⽴区 株式会社コマック
14318 ⾜⽴区 タジマサービス株式会社
14319 ⾜⽴区 富⼠⼿袋⼯業（株）
14320 ⾜⽴区 （株）辻商店
14321 ⾜⽴区 有限会社テイホク⾃動⾞
14322 ⾜⽴区 株式会社Ｈ．ＳＴＤ
14323 ⾜⽴区 東京スマイル農業協同組合⾼野⽀店
14324 ⾜⽴区 株式会社トーショー東京営業所
14325 ⾜⽴区 株式会社三協
14326 ⾜⽴区 株式会社ワンナップ
14327 ⾜⽴区 株式会社新⽇本規制東京事業所
14328 ⾜⽴区 株式会社ミートキムラ
14329 ⾜⽴区 株式会社ｽｷﾞﾓﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
14330 ⾜⽴区 株式会社齋藤商店梅⽥営業所
14331 ⾜⽴区 明治安⽥⽣命保険相互会社千住⽀社⾜⽴営業部



14332 ⾜⽴区 ㈱藤信
14333 ⾜⽴区 特定医療法⼈社団 潤恵会ひのき介護医療院
14334 ⾜⽴区 社会医療法⼈社団昭愛会
14335 ⾜⽴区 （株）要興業
14336 ⾜⽴区 三和舞台（株）
14337 ⾜⽴区 社会福祉法⼈桃⼭福祉会特別養護⽼⼈ﾎｰﾑ ﾋﾟｵｰﾈ⻄新井
14338 ⾜⽴区 株式会社穂波建設
14339 ⾜⽴区 管友㈱
14340 ⾜⽴区 洸新電気⼯事株式会社
14341 ⾜⽴区 介護⽼⼈保健施設 葵の園・椿
14342 ⾜⽴区 株式会社ハウスクリエイト２１
14343 ⾜⽴区 富双合成（株）
14344 ⾜⽴区 ⽇⽇⾃動⾞整備株式会社梅⽥⼯場
14345 ⾜⽴区 東京スマイル農業協同組合⽫沼⽀店
14346 ⾜⽴区 株式会社江北板⾦⼯業所
14347 ⾜⽴区 株式会社⼟屋鞄製造所
14348 ⾜⽴区 味彩
14349 ⾜⽴区 （株）⼤滝
14350 ⾜⽴区 滝沢ハム（株）
14351 ⾜⽴区 （株）トーテック千住営業所
14352 ⾜⽴区 ⽇産プリンス東京販売（株）⻄新井⿅浜店
14353 ⾜⽴区 株式会社 東京光商事
14354 ⾜⽴区 株式会社 コーセー
14355 ⾜⽴区 光⼯業株式会社
14356 ⾜⽴区 ⽇本テックス株式会社
14357 ⾜⽴区 株式会社トラスト東京⽀店
14358 ⾜⽴区 株式会社ナック⾜⽴オフィス
14359 ⾜⽴区 北澤商事株式会社
14360 ⾜⽴区 （株）⾼⽥総業
14361 ⾜⽴区 株式会社⼼泉⽣活介護事業所らっこかん
14362 ⾜⽴区 株式会社不⼆商会⾜⽴営業所
14363 ⾜⽴区 宮川ローラー株式会社東京営業所
14364 ⾜⽴区 （有）佐川建設
14365 ⾜⽴区 株式会社朝⽇ﾄｰﾀﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
14366 ⾜⽴区 （株）あし川葬祭
14367 ⾜⽴区 ＳＲ株式会社
14368 ⾜⽴区 有限会社チーム・ミント
14369 ⾜⽴区 株式会社ココスナカムラ本部
14370 ⾜⽴区 株式会社リボン東京営業所
14371 ⾜⽴区 （株）アイダ
14372 ⾜⽴区 サンワコムシスエンジニアリング（株）
14373 ⾜⽴区 東旺電設（株）
14374 ⾜⽴区 ㈲岩本解体



14375 ⾜⽴区 ミハタ電設株式会社
14376 ⾜⽴区 トライティ（株）
14377 ⾜⽴区 トヨタエルアンドエフ東京（株）⾜⽴営業所
14378 ⾜⽴区 三英電業（株）東京⽀店東部⽀社
14379 ⾜⽴区 ⽇進クレーンサービス（株）
14380 ⾜⽴区 友建⼯業（株）
14381 ⾜⽴区 （株）中⼭⼯務店
14382 ⾜⽴区 （株）富⼠フィルター
14383 ⾜⽴区 ハロージャパン東京株式会社
14384 ⾜⽴区 社会福祉法⼈ からしだねうめだ・あけぼの学園
14385 ⾜⽴区 ダイハツ東京販売（株）⿅浜店
14386 ⾜⽴区 セントラルウエルネスクラブ⻄新井
14387 ⾜⽴区 株式会社三⽊⽥興業
14388 ⾜⽴区 有限会社スペースジャパン
14389 ⾜⽴区 株式会社 アークコア
14390 ⾜⽴区 有限会社⼾⽥原料部
14391 ⾜⽴区 ⽵の塚モータースクール
14392 ⾜⽴区 株式会社 ⾜⽴⾃動⾞学校
14393 ⾜⽴区 株式会社 三共オイルバンク
14394 ⾜⽴区 株式会社丸鈴
14395 ⾜⽴区 東芝コンシューママーケティング東都サービスステーション
14396 ⾜⽴区 株式会社 清健興業
14397 ⾜⽴区 株式会社井嶋⼯務店
14398 ⾜⽴区 株式会社サンベルクス
14399 ⾜⽴区 ⽇本郵便株式会社 ⾜⽴北郵便局
14400 ⾜⽴区 常総⼯業株式会社
14401 ⾜⽴区 宝⽣⼯業株式会社
14402 ⾜⽴区 ⽩岩建設株式会社
14403 ⾜⽴区 株式会社 協和⽇成⾜⽴営業所
14404 ⾜⽴区 株式会社関東マツダ⾜⽴⽵ノ塚店
14405 ⾜⽴区 株式会社まるい
14406 ⾜⽴区 下⼭畜産株式会社
14407 ⾜⽴区 丸昭商事株式会社
14408 ⾜⽴区 株式会社 鮒忠
14409 ⾜⽴区 株式会社レンタルのニッケン東京北営業所
14410 ⾜⽴区 三喜⼯業株式会社東京⽀店
14411 ⾜⽴区 株式会社 東光⾼岳
14412 ⾜⽴区 アルフレッサ株式会社⾜⽴⽀店
14413 ⾜⽴区 ⽇産東京販売株式会社⽵ノ塚店
14414 ⾜⽴区 株式会社ユニマットライフレンタル⾜⽴営業所
14415 ⾜⽴区 株式会社ホンダカーズ東京中央⽵の塚店
14416 ⾜⽴区 トヨタモビリティ東京株式会社⽵の塚店
14417 ⾜⽴区 社会福祉法⼈ ⻑寿村特別養護⽼⼈ホーム⽵の塚翔裕園



14418 ⾜⽴区 株式会社ヒット⾜⽴⽀店
14419 ⾜⽴区 ナイス株式会社千住営業所
14420 ⾜⽴区 株式会社 利根川産業
14421 ⾜⽴区 松村電材株式会社
14422 ⾜⽴区 株式会社アールエムシー
14423 ⾜⽴区 株式会社ユニテック
14424 ⾜⽴区 社会福祉法⼈ ⻑寿村特別養護⽼⼈ホーム ⾜⽴翔裕園
14425 ⾜⽴区 トヨタモビリィ東京株式会社⾜⽴保⽊間店
14426 ⾜⽴区 ⽇本衛⽣株式会社
14427 ⾜⽴区 ヤジマ⽯油株式会社
14428 ⾜⽴区 東京ガス オールワンエナジー株式会社
14429 ⾜⽴区 株式会社 丸豊
14430 ⾜⽴区 株式会社荒井商店
14431 ⾜⽴区 ネッツトヨタ東都株式会社ネッツタワー⾜⽴店
14432 ⾜⽴区 株式会社中央興産
14433 ⾜⽴区 株式会社共栄オーメック
14434 ⾜⽴区 株式会社隈⽥組
14435 ⾜⽴区 ㈱ＪＳＨ 訪問看護ステーションコルディアーレ⽵ノ塚
14436 ⾜⽴区 株式会社⽊曽路⽵の塚店
14437 ⾜⽴区 ダンロップタイヤ中央株式会社タイヤランド⾜⽴
14438 ⾜⽴区 株式会社 アガタ
14439 ⾜⽴区 株式会社⾸都圏環境美化センター
14440 ⾜⽴区 ササキ株式会社東京北⽀店
14441 ⾜⽴区 埼⽟ダイハツ販売株式会社草加南店
14442 ⾜⽴区 医療法⼈社団 容⽣会
14443 ⾜⽴区 御園⽣興業株式会社
14444 ⾜⽴区 三菱ふそうトラッック・バス㈱南関東ふそう ⾜⽴⽀店
14445 ⾜⽴区 株式会社⼤平⾃動⾞
14446 ⾜⽴区 株式会社 フロンティア⾜⽴営業所
14447 ⾜⽴区 マチヤ鋼材株式会社
14448 ⾜⽴区 有限会社 フロンティア⼊⾕リサイクル第⼆⼯場
14449 ⾜⽴区 学校法⼈古庄学園ふちえ幼稚園
14450 ⾜⽴区 ⼩倉幼稚園
14451 ⾜⽴区 株式会社佐藤型枠⼯業
14452 ⾜⽴区 杉の⼦幼稚園
14453 ⾜⽴区 東京ガス オールワンエナジー株式会社
14454 ⾜⽴区 株式会社 ⼭内⼯務店
14455 ⾜⽴区 エムイーPLUS城東 株式会社
14456 ⾜⽴区 菊池運輸株式会社東京営業所
14457 ⾜⽴区 今村技建⼯業株式会社
14458 ⾜⽴区 ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社⾜⽴⽀店
14459 ⾜⽴区 株式会社 ⼤滝 東京北営業所
14460 ⾜⽴区 ティーエスサービス（株）東京⽀



14461 ⾜⽴区 菅原⽔道⼯業所
14462 ⾜⽴区 株式会社松⽵園
14463 ⾜⽴区 翔栄⼯業株式会社
14464 ⾜⽴区 医療法⼈財団 厚⽣協会
14465 ⾜⽴区 東京パッセンジャー株式会社
14466 ⾜⽴区 株式会社 藤産商
14467 ⾜⽴区 芦川巌葬儀社有限会社
14468 ⾜⽴区 株式会社 ＬＩＸＩＬ東京城東⽀店
14469 ⾜⽴区 （株）万喜⾃動⾞⼯業所
14470 ⾜⽴区 （有）クリア住設
14471 ⾜⽴区 株式会社テクノアングル
14472 ⾜⽴区 社会福祉法⼈ 聖⾵会
14473 ⾜⽴区 株式会社⼩泉中央⾜⽴営業所
14474 ⾜⽴区 川上建設株式会社
14475 ⾜⽴区 株式会社 藤⾕電設⼯業
14476 ⾜⽴区 コマツカスタマーサポート株式会社
14477 ⾜⽴区 ⼩松物産リース株式会社
14478 ⾜⽴区 株式会社エイ・エム・シー
14479 ⾜⽴区 株式会社 ツクイ
14480 ⾜⽴区 丸都運輸株式会社
14481 ⾜⽴区 有限会社⼭野辺⼯業
14482 ⾜⽴区 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社⾜⽴店
14483 ⾜⽴区 株式会社 ⼿塚⼯業
14484 ⾜⽴区 ⽩井エコセンター株式会社
14485 ⾜⽴区 株式会社 アール建設
14486 ⾜⽴区 東京ガス オールワンエナジー株式会社
14487 ⾜⽴区 ⼩倉建設株式会社
14488 ⾜⽴区 東京都中古⾃動⾞販売商⼯組合
14489 ⾜⽴区 株式会社ｼﾞｰﾋﾟｰ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ⾜⽴営業所
14490 ⾜⽴区 株式会社丸井スズキ
14491 ⾜⽴区 有限会社⾜⽴⾃動⾞
14492 ⾜⽴区 株式会社群⾺銀⾏ ⾜⽴⽀店
14493 ⾜⽴区 社会福祉法⼈ウエルガーデンウエルガーデン伊興園
14494 ⾜⽴区 社会福祉法⼈ 道⼼会介護⽼⼈福祉施設ケアホーム⾜⽴
14495 ⾜⽴区 富⼠通信建設株式会社
14496 ⾜⽴区 ⾜⽴成和信⽤⾦庫 ⽵の塚⽀店
14497 ⾜⽴区 ケアパートナー株式会社ケアパートナー花畑
14498 ⾜⽴区 東京都下⽔道サービス株式会社⾜⽴事業所
14499 ⾜⽴区 泰清資材株式会社
14500 ⾜⽴区 國安⼯業株式会社
14501 ⾜⽴区 株式会社 ⽥中⾷品興業所
14502 ⾜⽴区 正和企業株式会社
14503 ⾜⽴区 株式会社 ⻄野建材



14504 ⾜⽴区 有限会社 ダイナ
14505 ⾜⽴区 花畑あすか苑
14506 ⾜⽴区 綜合警備保障株式会社⾜⽴営業所
14507 ⾜⽴区 有限会社 丸保商店
14508 ⾜⽴区 株式会社 昭和測器
14509 ⾜⽴区 横秀建設重機有限会社
14510 ⾜⽴区 ⽇本キャタピラー合同会社
14511 ⾜⽴区 マイ・エス・スイミング花畑
14512 ⾜⽴区 株式会社 ゲットクリーンコート
14513 ⾜⽴区 トヨタモビリティ東京株式会社⾜⽴⼊⾕店
14514 ⾜⽴区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ花畑センター
14515 ⾜⽴区 タクトホーム株式会社⽵ノ塚店
14516 ⾜⽴区 株式会社 東武クリエイテイブ
14517 ⾜⽴区 太誠産業株式会社 ⾜⽴第５⼯場
14518 ⾜⽴区 レンタルサービス ソラスト東東京
14519 ⾜⽴区 株式会社東京クリアセンターリサイクル事業所
14520 ⾜⽴区 株式会社 ＳＤベンディング
14521 ⾜⽴区 株式会社 さかい屋
14522 ⾜⽴区 株式会社ナック・ダスキン事業部第１０⽀店
14523 ⾜⽴区 株式会社セールランド
14524 ⾜⽴区 株式会社伸和建設
14525 ⾜⽴区 三洋紙業 株式会社
14526 ⾜⽴区 スターティア株式会社
14527 ⾜⽴区 東武防災 株式会社
14528 ⾜⽴区 ⼤塚オートサービス株式会社
14529 ⾜⽴区 株式会社アヅマヤ
14530 ⾜⽴区 医療法⼈社団やよい会あだち⼊⾕舎⼈クリニック
14531 ⾜⽴区 株式会社要興業
14532 ⾜⽴区 株式会社三⽴住器サービス
14533 ⾜⽴区 デイサービスセンター遊南花畑
14534 ⾜⽴区 株式会社 三洋⼯業所
14535 ⾜⽴区 株式会社フェニックス⾜⽴⽀店
14536 ⾜⽴区 株式会社橘技建⼯業
14537 ⾜⽴区 有限会社猪本建⼯
14538 ⾜⽴区 ダンロップタイヤ中央 株式会社
14539 ⾜⽴区 株式会社やさしい⼿かえりえ⽵ノ塚
14540 ⾜⽴区 株式会社すずき商事
14541 ⾜⽴区 （株）アルト東京本部
14542 ⾜⽴区 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Ｃａｒ⾜⽴⽵の塚店
14543 ⾜⽴区 瀬⼾内スチール株式会社東京⽀店
14544 ⾜⽴区 横⽥造園株式会社
14545 ⾜⽴区 ⼯機販売（株）城北営業所
14546 ⾜⽴区 有限会社 アーク



14547 ⾜⽴区 三久⾃動⾞株⼯業株式会社
14548 ⾜⽴区 共⽴建設株式会社花畑事業所
14549 ⾜⽴区 全⽇本⾷品株式会社
14550 ⾜⽴区 国際経営株式会社東京⽀店
14551 ⾜⽴区 ⻘和観光株式会社
14552 ⾜⽴区 株式会社 光新星
14553 ⾜⽴区 株式会社機電サービス
14554 ⾜⽴区 東京千住⻘果株式会社
14555 ⾜⽴区 北⾜⽴⾃動⾞教習所
14556 ⾜⽴区 三菱ふそうトラック・バス㈱南関東ふそう⾜⽴⽀店 城北⼯場
14557 ⾜⽴区 第⼀包装株式会社
14558 ⾜⽴区 株式会社伊藤商会
14559 ⾜⽴区 株式会社 トベ商事
14560 ⾜⽴区 株式会社 拓電技建⼯業
14561 ⾜⽴区 株式会社カネテツ
14562 ⾜⽴区 株式会社 三⽥⼟⽊
14563 ⾜⽴区 株式会社未来都市空間
14564 ⾜⽴区 ⾜⽴みどり幼稚園
14565 ⾜⽴区 株式会社星医療酸器東京事業所
14566 ⾜⽴区 成美興業株式会社
14567 ⾜⽴区 株式株式 プレジデントガーデンﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ ｾｶﾝﾄﾞｼﾞﾑ⽵の塚
14568 ⾜⽴区 ⾜⽴建設⼯業株式会社
14569 ⾜⽴区 株式会社ＰＳビバレッジ東京北⽀店
14570 ⾜⽴区 中京フロン株式会社 東京⽀店
14571 ⾜⽴区 株式会社ジェイエスピー
14572 ⾜⽴区 コマツカスタマーサポート株式会社 京葉サービスセンタ
14573 ⾜⽴区 北⽴建設⼯業株式会社
14574 ⾜⽴区 株式会社 スイデン
14575 ⾜⽴区 株式会社 セスコ
14576 ⾜⽴区 とねり伊藤幼稚園
14577 ⾜⽴区 株式会社韓国広場
14578 ⾜⽴区 東京セントラルヒーティング⼯業株式会社
14579 ⾜⽴区 株式会社アカギ北東京営業所
14580 ⾜⽴区 株式会社 ﾚﾎﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
14581 ⾜⽴区 有限会社泉⼯業
14582 ⾜⽴区 株式会社 ⻑岡商店
14583 ⾜⽴区 市川硝⼦株式会社
14584 ⾜⽴区 ⾜⽴つばめ幼稚園
14585 ⾜⽴区 舎⼈幼稚園
14586 ⾜⽴区 エイコーエンジニア株式会社
14587 ⾜⽴区 藤ビルメンテナンス株式会社⾜⽴配⾞センター
14588 ⾜⽴区 デイサービス まゆら本店
14589 ⾜⽴区 株式会社蓬⽥重機



14590 ⾜⽴区 佐藤幼稚園
14591 ⾜⽴区 有限会社 ⻑⾕部建設
14592 ⾜⽴区 株式会社 ⽇之出電機製作所
14593 ⾜⽴区 株式会社似⿃⼯務店
14594 ⾜⽴区 株式会社フォレスト
14595 ⾜⽴区 株式会社協同興業
14596 ⾜⽴区 株式会社みやま園
14597 ⾜⽴区 株式会社 カーケアセンター
14598 ⾜⽴区 東京パック株式会社
14599 ⾜⽴区 ⼩⽵⾦物株式会社東京⽀店
14600 ⾜⽴区 広域環境開発 株式会社
14601 ⾜⽴区 介護⽼⼈福祉施設ケアホーム花畑
14602 ⾜⽴区 関東空調設備 株式会社
14603 ⾜⽴区 株式会社 ｶｼﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
14604 ⾜⽴区 有限会社四釜
14605 ⾜⽴区 コンパスウォーク保⽊間
14606 ⾜⽴区 セントラルフィットネスクラブ⽵の塚店
14607 ⾜⽴区 有限会社川崎⼯務店
14608 ⾜⽴区 ⻄新井消防署
14609 ⾜⽴区 有限会社 藤岩商店
14610 ⾜⽴区 はなぞの幼稚園
14611 ⾜⽴区 福寿院幼稚園
14612 ⾜⽴区 株式会社ヨシケイ東京
14613 ⾜⽴区 五幸総業株式会社
14614 ⾜⽴区 マルト⻘果株式会社
14615 ⾜⽴区 株式会社 エムラ販売東京営業所
14616 ⾜⽴区 医療法⼈社団 泰尚会⽞クリニック
14617 ⾜⽴区 社会福祉法⼈あいのわ福祉会⽵の塚あかしあの杜
14618 ⾜⽴区 本⾏寺付属第⼆伊興幼稚園
14619 ⾜⽴区 シン電気⼯事 株式会社
14620 ⾜⽴区 富⼠⽂化電機株式会社
14621 ⾜⽴区 株式会社でん六東京⽀店
14622 ⾜⽴区 東京スマイル農業協同組合花畑⽀店
14623 ⾜⽴区 ⾦⼦建設⼯業株式会社
14624 ⾜⽴区 株式会社アペックス⾜⽴営業所
14625 ⾜⽴区 株式会社ササキビルド
14626 ⾜⽴区 株式会社 正光社 ⾜⽴営業所
14627 ⾜⽴区 ⾜⽴清掃事務所
14628 ⾜⽴区 株式会社 池内板⾦⼯業
14629 ⾜⽴区 株式会社⽇本ストラーダ⾜⽴営業所
14630 ⾜⽴区 株式会社マック
14631 ⾜⽴区 有限会社 ヒラヤマ
14632 ⾜⽴区 株式会社中村建興



14633 ⾜⽴区 昭栄電設⼯業 株式会社
14634 ⾜⽴区 株式会社 東京ユーポス
14635 ⾜⽴区 ⼩勝⼯務店株式会社
14636 ⾜⽴区 株式会社 ⾓産 ⾜⽴営業所
14637 ⾜⽴区 ⾠喜⼯業株式会社
14638 ⾜⽴区 株式会社岩野⼟建
14639 ⾜⽴区 株式会社 かなめ商事⾜⽴営業所
14640 ⾜⽴区 株式会社 ⽥島建設
14641 ⾜⽴区 株式会社旭精器製作所
14642 ⾜⽴区 株式会社 リズム 東伊興
14643 ⾜⽴区 株式会社たるみ⼯業
14644 ⾜⽴区 ヤマトストーン株式会社
14645 ⾜⽴区 ⽇本ロードメンテナンス株式会社⾜⽴作業所
14646 ⾜⽴区 ⽵の塚警察署
14647 ⾜⽴区 株式会社 ⼤森住設リニューアル事業部
14648 ⾜⽴区 株式会社根本製作所
14649 ⾜⽴区 株式会社東京⽂化総業
14650 ⾜⽴区 株式会社友広社
14651 ⾜⽴区 株式会社 新⽇本コネクト
14652 ⾜⽴区 株式会社林⼯業
14653 ⾜⽴区 東京マリン舎⼈スイミングクラブ
14654 ⾜⽴区 株式会社ダスキン⼊⾕⽀店
14655 ⾜⽴区 ネグロス電⼯株式会社⾜⽴営業所
14656 ⾜⽴区 株式会社 トラック・トラッカー
14657 ⾜⽴区 東⽇本ハイウェイ株式会社⾜⽴⽀店
14658 ⾜⽴区 有限会社品川組
14659 ⾜⽴区 中⼭ライニング⼯業株式会社
14660 ⾜⽴区 株式会社 ⼤滝 東京⽀店
14661 ⾜⽴区 公益社団法⼈⾜⽴区シルバー⼈材センター
14662 ⾜⽴区 内⽥建設株式会社
14663 ⾜⽴区 和喜建設株式会社
14664 ⾜⽴区 東京スマイル農業協同組合伊興⽀店
14665 ⾜⽴区 有限会社⼤森興業
14666 ⾜⽴区 株式会社 河内電設
14667 ⾜⽴区 医療法⼈社団弘仁勝和会勝和会病院
14668 ⾜⽴区 トシン電気 株式会社⾜⽴営業所
14669 ⾜⽴区 株式会社 カンレイ⼯業
14670 ⾜⽴区 株式会社葛飾冷機センター
14671 ⾜⽴区 株式会社 ティーエスユニオン
14672 ⾜⽴区 有限会社 深⼭
14673 ⾜⽴区 株式会社 リブ・ウイズ
14674 ⾜⽴区 東京ガス オールワンエナジー株式会社
14675 ⾜⽴区 株式会社 神⼾製鋼所



14676 ⾜⽴区 株式会社 輝栄管⼯
14677 ⾜⽴区 ネオス株式会社 城東営業所
14678 ⾜⽴区 株式会社 星医療酸器
14679 ⾜⽴区 三菱電機システムサービス株式会社⾜⽴サービスステーション
14680 ⾜⽴区 株式会社 アルス
14681 ⾜⽴区 新晃舗装 株式会社
14682 ⾜⽴区 株式会社ＳＧ
14683 ⾜⽴区 三河屋製菓株式会社東京⽀店
14684 ⾜⽴区 バロネス関東 株式会社 本社
14685 ⾜⽴区 南関東⽇野⾃動⾞株式会社⾜⽴⽀店
14686 ⾜⽴区 株式会社 ハヤカワ
14687 ⾜⽴区 株式会社 尾上
14688 ⾜⽴区 株式会社 ジーエステクノ
14689 ⾜⽴区 医療法⼈社団 容⽣会デイ・ケアやよい
14690 ⾜⽴区 関東フォークリフトサービス株式会社
14691 ⾜⽴区 株式会社 りそな銀⾏⽵ノ塚⽀店
14692 ⾜⽴区 株式会社 ⼩松原商店
14693 ⾜⽴区 エムズワン 株式会社東京北⽀店 建設部
14694 ⾜⽴区 有限会社 ＩＭ内装
14695 ⾜⽴区 有限会社 ﾊﾏﾀﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ
14696 ⾜⽴区 三ツ⽮ゴム⼯業 株式会社
14697 ⾜⽴区 ⽣駒硝⼦株式会社⾜⽴営業所
14698 ⾜⽴区 ⽩井グループ株式会社
14699 ⾜⽴区 ホイストジャパン株式会社東京営業所
14700 ⾜⽴区 株式会社 アタイム東京⽀店
14701 ⾜⽴区 東幸建機 株式会社
14702 ⾜⽴区 渡辺パイプ株式会社東京東サービスセンター
14703 ⾜⽴区 ツクイ⾜⽴弘道
14704 ⾜⽴区 三⽴製菓（株）東京営業所
14705 ⾜⽴区 警視庁綾瀬警察署
14706 ⾜⽴区 株式会社シーディーサービス
14707 ⾜⽴区 マツ六（株）東京⽀社
14708 ⾜⽴区 株式会社新⽥ゴム
14709 ⾜⽴区 ＴＯＴＯ株式会社東東京営業所
14710 ⾜⽴区 三井不動産リアリティ株式会社
14711 ⾜⽴区 株式会社森⼭
14712 ⾜⽴区 丸栄建設⼯業（株）
14713 ⾜⽴区 ⾸都⾼パトロール株式会社東東京事業本部 加平交通管理部
14714 ⾜⽴区 菊崎住設（株）
14715 ⾜⽴区 東京都下⽔道サービス（株）
14716 ⾜⽴区 有限会社 キタザワフード
14717 ⾜⽴区 東愛興業（株）
14718 ⾜⽴区 ベストリハ株式会社



14719 ⾜⽴区 マルエス興業（株）
14720 ⾜⽴区 株式会社ティップネス綾瀬店
14721 ⾜⽴区 横⽥⼯業（株）
14722 ⾜⽴区 （株）オーケーソイル
14723 ⾜⽴区 （有）松沢紙業
14724 ⾜⽴区 新明和オートエンジニアリング（株） 東京第⼆営業所
14725 ⾜⽴区 桜俊⼟建興業（有）
14726 ⾜⽴区 ⼩林物産株式会社
14727 ⾜⽴区 株式会社ヨネザワ
14728 ⾜⽴区 ティエヌケイ（株）
14729 ⾜⽴区 （有）板倉興業
14730 ⾜⽴区 メトロポリス・ライナー
14731 ⾜⽴区 （株）ＪＲ東⽇本環境アクセス
14732 ⾜⽴区 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社⾜⽴営業所
14733 ⾜⽴区 （株）飯⽥産業 綾瀬⽀店
14734 ⾜⽴区 芳賀建設（株）
14735 ⾜⽴区 社会福祉法⼈ 健修会特別養護⽼⼈ホームイーストピア
14736 ⾜⽴区 イケダガラス株式会社 ⾜⽴⽀店東京⽀店
14737 ⾜⽴区 ⼤渕建設（株）
14738 ⾜⽴区 柳⽥運輸株式会社
14739 ⾜⽴区 （株）東和美化
14740 ⾜⽴区 ＳＭＦＬレンタル株式会社
14741 ⾜⽴区 ⽇産東京販売株式会社千住店
14742 ⾜⽴区 （有）協栄清⽔商店
14743 ⾜⽴区 （株）関電⼯東京配電⽀社千住営業所
14744 ⾜⽴区 ユアサ電池サービス販売（株）⾜⽴営業所
14745 ⾜⽴区 株式会社モトーレントーマツ⾜⽴営業所
14746 ⾜⽴区 富⼠管財株式会社⾜⽴営業所
14747 ⾜⽴区 （有） フロンティア
14748 ⾜⽴区 東京スマイル農業協同組合⾜⽴⽀店
14749 ⾜⽴区 ⽇産東京販売株式会社⾜⽴店
14750 ⾜⽴区 ⾦⼦⽡斯興業（株）
14751 ⾜⽴区 渡辺パイプ株式会社東京東特販営業所
14752 ⾜⽴区 埼⽟鉄鋼販売株式会社東京営業所
14753 ⾜⽴区 株式会社美鷹
14754 ⾜⽴区 三軌建設株式会社東京本社綾瀬⼯事所
14755 ⾜⽴区 三和製パン（株）
14756 ⾜⽴区 桐⽣レミコン（株）
14757 ⾜⽴区 株式会社環境整備
14758 ⾜⽴区 （株）⼤迫
14759 ⾜⽴区 株式会社アベルコ東京サッシ⽀店
14760 ⾜⽴区 （株）⼤⽇本左官
14761 ⾜⽴区 総友建設株式会社



14762 ⾜⽴区 （株）⼤嵩⼯業
14763 ⾜⽴区 （株）スエヒロ
14764 ⾜⽴区 河原実業（株）
14765 ⾜⽴区 株式会社サンロード
14766 ⾜⽴区 ⽥中建設⼯業（株）
14767 ⾜⽴区 （株）ライクス⾜⽴営業所
14768 ⾜⽴区 株式会社フジナガ関東⽀店
14769 ⾜⽴区 株式会社ホンダカーズ東京中央加平店
14770 ⾜⽴区 ブリヂストンサイクル株式会社ソルーション営業本部⾜⽴営業所
14771 ⾜⽴区 癒しのデイサービス⾜⽴
14772 ⾜⽴区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス⾜⽴
14773 ⾜⽴区 ⾜⽴しらうめ幼稚園
14774 ⾜⽴区 株式会社⼤基建設
14775 ⾜⽴区 株式会社ジューテック城北営業所
14776 ⾜⽴区 東都⽣活協同組合⾜⽴センター
14777 ⾜⽴区 有限会社 萩原商事
14778 ⾜⽴区 ⽇東産業（株）
14779 ⾜⽴区 東京マツダ販売㈱⾜⽴営業所
14780 ⾜⽴区 特別養護⽼⼈ホーム中央本町杉の⼦園
14781 ⾜⽴区 （株）第⼀ヱレクトロニクス
14782 ⾜⽴区 （株）⽥⼝産業
14783 ⾜⽴区 （株）河野興業
14784 ⾜⽴区 トヨタモビリティ東京株式会社綾瀬⼤⾕⽥店
14785 ⾜⽴区 株式会社シンコーハイウエイサービス加平営業所
14786 ⾜⽴区 株式会社中村建設
14787 ⾜⽴区 神⽥通信機（株）
14788 ⾜⽴区 株式会社カロッツェリアジャパン
14789 ⾜⽴区 宮脇⾞輌⼯業（株）
14790 ⾜⽴区 ⽩⾕建設（株）
14791 ⾜⽴区 （株）タカボシ
14792 ⾜⽴区 株式会社常陽銀⾏六町⽀店
14793 ⾜⽴区 有限会社宇井⼯業
14794 ⾜⽴区 渡辺パイプ株式会社 東京東電⼯サービスセンター
14795 ⾜⽴区 ⽇⽴オートサービス株式会社
14796 ⾜⽴区 ⽟紘⼯業株式会社
14797 ⾜⽴区 鈴⽊通信建設（株）
14798 ⾜⽴区 アシストパーク株式会社
14799 ⾜⽴区 医療法⼈社団慈⽣会（等潤病院）
14800 ⾜⽴区 ⽇本全薬⼯業株式会社
14801 ⾜⽴区 新明電材株式会社⾜⽴営業所
14802 ⾜⽴区 株式会社ベルネットワークス
14803 ⾜⽴区 ⾕⼝酒店
14804 ⾜⽴区 ⽇産東京販売（株）⾜⽴加平店



14805 ⾜⽴区 株式会社シンサン
14806 ⾜⽴区 （株）東京ベイサービス
14807 ⾜⽴区 （株）⼭三
14808 ⾜⽴区 株式会社モトーレントーマツ
14809 ⾜⽴区 稲垣機材（株）
14810 ⾜⽴区 浜中運輸倉庫（株）
14811 ⾜⽴区 株式会社エクシオテック纐纈ＧＣ
14812 ⾜⽴区 株式会社花菱
14813 ⾜⽴区 株式会社ケアプラス城東営業所
14814 ⾜⽴区 （有）ホリエ
14815 ⾜⽴区 株式会社相輪
14816 ⾜⽴区 ⼤野ゴム⼯業（株）
14817 ⾜⽴区 ダイキンＨＶＡＣソリュウーション東京株式会社⾜⽴営業所
14818 ⾜⽴区 株式会社五晃建設
14819 ⾜⽴区 あだち五反野腎クリニック
14820 ⾜⽴区 株式会社ツクイ⾜⽴佐野デイサービスセンター
14821 ⾜⽴区 株式会社相模屋
14822 ⾜⽴区 スバル興業株式会社加平事業所
14823 ⾜⽴区 吉野ゴム⼯業株式会社
14824 ⾜⽴区 （株）⼋代管理サービス
14825 ⾜⽴区 あやせ駅前腎クリニック（医療法⼈社団やよい会）
14826 ⾜⽴区 （株）三浦⼯務店
14827 ⾜⽴区 ⻫⽥電機産業（株）
14828 ⾜⽴区 前⽥道路株式会社⾜⽴営業所
14829 ⾜⽴区 京橋⼯機（株）
14830 ⾜⽴区 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟東京⽀部ロードサービス隊⾜⽴基地
14831 ⾜⽴区 ⼤東建託株式会社⾜⽴南⽀店
14832 ⾜⽴区 ⼭陽電機（株）
14833 ⾜⽴区 （株）新井商店
14834 ⾜⽴区 ⾸都⾼メンテナンス東東京（株）加平⼯事所
14835 ⾜⽴区 株式会社富⼠通ゼネラル第⼀サービスセンター
14836 ⾜⽴区 社会福祉法⼈東京蒼⽣会特別養護⽼⼈ホームさの
14837 ⾜⽴区 キヤノンシステムアンドサポート（株）⾜⽴事業所
14838 ⾜⽴区 太陽プロセスシステム（株）
14839 ⾜⽴区 福）⻑寿村あやせｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾟｰｸ
14840 ⾜⽴区 （株）オリエンタルベーカリー東京営業所
14841 ⾜⽴区 （株）江藤製作所
14842 ⾜⽴区 株式会社ナプコ加平事業所
14843 ⾜⽴区 ミズタニ⾃転⾞株式会社
14844 ⾜⽴区 新明和⼯業
14845 ⾜⽴区 ⼤和冷機⼯業株式会社⾜⽴営業所
14846 ⾜⽴区 株式会社スズキ⾃販東京アリーナ⾜⽴
14847 ⾜⽴区 瀧野川信⽤⾦庫 五反野⽀店



14848 ⾜⽴区 株式会社リプレイス
14849 ⾜⽴区 株式会社クリマ・ワークス
14850 ⾜⽴区 株式会社アサンテ ⾜⽴営業所
14851 ⾜⽴区 （株）芝電機⼯業所
14852 ⾜⽴区 エンパイア⾃動⾞株式会社 ⾜⽴営業所
14853 ⾜⽴区 株式会社シーティーエス東京⽀店
14854 ⾜⽴区 親愛幼稚園
14855 ⾜⽴区 城北幼稚園
14856 ⾜⽴区 チェリー幼稚園
14857 ⾜⽴区 ⽯鍋幼稚園
14858 ⾜⽴区 五反野幼稚園
14859 ⾜⽴区 弘道幼稚園
14860 ⾜⽴区 あおい幼稚園
14861 ⾜⽴区 リ・テック株式会社加平第⼆基地
14862 ⾜⽴区 ミツヤファンメンテナンス株式会社
14863 ⾜⽴区 ⼤和リビング株式会社 東京⽀店⾜⽴営業所
14864 ⾜⽴区 隅⽥学園幼稚園
14865 ⾜⽴区 フォルクスワーゲンジャパン株式会社⾜⽴⽀店
14866 ⾜⽴区 有限会社AIフラッグ
14867 ⾜⽴区 太陽ジオテック株式会社
14868 ⾜⽴区 ⿊川幼稚園
14869 ⾜⽴区 株式会社ヤマダデンキテックランド⾜⽴店
14870 ⾜⽴区 株式会社栗原医療器械店
14871 ⾜⽴区 株式会社シェル⽯油⼤阪発売所東京⽀店
14872 ⾜⽴区 栗島幼稚園
14873 ⾜⽴区 デリカフーズ株式会社東京事業所
14874 ⾜⽴区 正和⼯業株式会社
14875 ⾜⽴区 株式会社やさしい⼿住環境事業所東営業所
14876 ⾜⽴区 貴先建設（株）
14877 ⾜⽴区 ベストケア・デイサービスセンター⾜⽴六町
14878 ⾜⽴区 株式会社アイチャージ
14879 ⾜⽴区 有限会社藤盛興業所 綾瀬⽀店
14880 ⾜⽴区 のぞみ幼稚園
14881 ⾜⽴区 いずみ幼稚園
14882 ⾜⽴区 京都奉製株式会社 東京営業所
14883 ⾜⽴区 ツツミ⼯業株式会社
14884 ⾜⽴区 株式会社ヨコハマタイヤジャパン東京カンパニー⾜⽴営業所
14885 ⾜⽴区 株式会社新井商事不動産社
14886 ⾜⽴区 株式会社イワカン
14887 ⾜⽴区 マイ・パーク株式会社
14888 ⾜⽴区 株式会社アキテック商事
14889 ⾜⽴区 マルカイ⼯業有限会社
14890 ⾜⽴区 株式会社 浅古⾃動⾞整備⼯場



14891 ⾜⽴区 ⼤瀧ジャッキ（株）
14892 ⾜⽴区 株式会社りんかん建設
14893 ⾜⽴区 ⾜⽴あかしあ園
14894 ⾜⽴区 株式会社NNコミュニケーションズ関東事業部
14895 ⾜⽴区 レモン薬局六町店
14896 ⾜⽴区 株式会社ユウデン
14897 ⾜⽴区 有限会社オートサービス⾜⽴
14898 ⾜⽴区 株式会社くるまやラーメン
14899 ⾜⽴区 株式会社カシムラ営業企画⼀部
14900 ⾜⽴区 有限会社ツーフラット
14901 ⾜⽴区 ワタミの宅⾷⾜⽴中央営業所
14902 ⾜⽴区 東京スマイル農業協同組合北綾瀬⽀店
14903 ⾜⽴区 株式会社 松江電機
14904 ⾜⽴区 （有）松井設備⼯業所
14905 ⾜⽴区 淀川加⼯印刷株式会社東京営業所
14906 ⾜⽴区 東京スマイル農業協同組合 葬祭センター
14907 ⾜⽴区 株式会社フィールド
14908 ⾜⽴区 株式会社ビスコワン
14909 ⾜⽴区 東京都⽔道局 ⾜⽴営業所
14910 ⾜⽴区 アイワ⼯業株式会社
14911 ⾜⽴区 （株）中央シャッター
14912 ⾜⽴区 株式会社タキガワ
14913 ⾜⽴区 株式会社東東京イエローハット環七梅島店
14914 ⾜⽴区 株式会社泉ポンプ製作所
14915 ⾜⽴区 明治安⽥⽣命保険相互会社 花畑営業所
14916 ⾜⽴区 訪問看護リハビリステーションケアーズ⻘井
14917 ⾜⽴区 ⼤東建託パートナーズ株式会社
14918 ⾜⽴区 （株）マルモ美容
14919 ⾜⽴区 三和産業（株）
14920 ⾜⽴区 コンパスウォーク東和
14921 ⾜⽴区 まごの⼿本店
14922 ⾜⽴区 美貴建設株式会社
14923 ⾜⽴区 中沢建設株式会社
14924 ⾜⽴区 社会福祉法⼈あだちの⾥綾瀬ひまわり園
14925 ⾜⽴区 株式会社アーネストワン
14926 ⾜⽴区 株式会社森川
14927 ⾜⽴区 株式会社ジェイジーエス
14928 ⾜⽴区 医療法⼈社団さくら六町駅⻭科クリニック
14929 ⾜⽴区 株式会社ヤマノ
14930 ⾜⽴区 笹沼物産（株）
14931 ⾜⽴区 吉⽥⼯業株式会社 ⼯務部
14932 ⾜⽴区 JCOM株式会社J:COMプロダクション本部
14933 ⾜⽴区 （株）⼭藤



14934 ⾜⽴区 蒲原燃料住宅設備（株）
14935 ⾜⽴区 有限会社 ⽇景管⼯
14936 ⾜⽴区 株式会社ソーリン
14937 ⾜⽴区 六ツ⽊幼稚園
14938 ⾜⽴区 株式会社アクアプラント
14939 ⾜⽴区 株式会社エスケーシー
14940 ⾜⽴区 医療法⼈社団容⽣会デイサービスゆとり
14941 ⾜⽴区 村中⾦属（株）
14942 ⾜⽴区 （株）サニクリーン東京城東営業所
14943 ⾜⽴区 （株）丸三興業
14944 ⾜⽴区 東信⼯業（株）
14945 ⾜⽴区 ㈱ ホンダカーズ東京中央環七⼤⾕⽥店
14946 ⾜⽴区 丸藤⼩林⼟⽊（株）
14947 ⾜⽴区 橋本産業（株）城東営業所
14948 ⾜⽴区 （有）猪狩建設
14949 ⾜⽴区 ⽇東燃料⼯業株式会社
14950 ⾜⽴区 トヨタモビリティ東京株式会社⾜⽴北綾瀬店
14951 ⾜⽴区 拓進設備⼯業（株）
14952 ⾜⽴区 （株）東京博愛社
14953 ⾜⽴区 リコージャパン株式会社⾜⽴サービスステーション
14954 ⾜⽴区 株式会社フォーシィー
14955 ⾜⽴区 株式会社４Ｃ
14956 ⾜⽴区 （株）マイクロエレベーター
14957 ⾜⽴区 （株）江⼾⼀
14958 ⾜⽴区 （株）堀内興運
14959 ⾜⽴区 株式会社⼤塚商会 綾瀬⽀店
14960 ⾜⽴区 中桜冷熱⼯業（株）
14961 ⾜⽴区 ヤオキン商事
14962 ⾜⽴区 末柄⼯業（株）
14963 ⾜⽴区 ナカシン（株）
14964 ⾜⽴区 久保⽊⼟建（株）
14965 ⾜⽴区 （有）菊⽔堂
14966 ⾜⽴区 （株）光栄産業
14967 ⾜⽴区 ⾜⽴区役所総務部総務課⾞両計画
14968 ⾜⽴区 ニューロング（株）東京営業所
14969 ⾜⽴区 （株）⼩久保興業
14970 ⾜⽴区 株式会社 ジェイコム東京⾜⽴局
14971 ⾜⽴区 （有）メイジ
14972 ⾜⽴区 医療法⼈社団俊秀会エヌ・ケイクリニック
14973 ⾜⽴区 （株）鈴⽊⾃動⾞整備⼯場
14974 ⾜⽴区 （有）睦興業
14975 ⾜⽴区 ㈱エフ・サービス
14976 ⾜⽴区 ル・ソラリオン綾瀬



14977 ⾜⽴区 綾瀬建材⼯業（株）
14978 ⾜⽴区 有限会社⾚建商事
14979 ⾜⽴区 正村重機⼯業（株）
14980 ⾜⽴区 （株）平井
14981 ⾜⽴区 東京リフレッシュ株式会社
14982 ⾜⽴区 株式会社平井産業
14983 ⾜⽴区 （株）聡建
14984 ⾜⽴区 （有）中村組
14985 ⾜⽴区 （株）テック⼤泉
14986 ⾜⽴区 （株）幸栄⼯業
14987 ⾜⽴区 ⽇産部品中央販売（株）⾜⽴⽀店
14988 ⾜⽴区 （株）ビッグミート中村
14989 ⾜⽴区 東京管⼯機材（株）
14990 ⾜⽴区 （株）ヤナセ⾜⽴⽀店
14991 ⾜⽴区 株式会社荒井⼯務店
14992 ⾜⽴区 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング⾜⽴セールスセンタ
14993 ⾜⽴区 （株）マルゼン
14994 ⾜⽴区 （有）會⽥設備⼯業所
14995 ⾜⽴区 トヨタモビリティ東京株式会社⾜⽴BPC
14996 ⾜⽴区 （株）ホンダカーズ東京中央綾瀬店
14997 ⾜⽴区 （株）東京三⽥組
14998 ⾜⽴区 ⼤洋地下調査（株）
14999 ⾜⽴区 （株）オオトラ
15000 ⾜⽴区 （株）展⽰構成
15001 ⾜⽴区 上陽テクノ（株）
15002 ⾜⽴区 ⽣活協同組合パルシステム東京⾜⽴センター
15003 ⾜⽴区 有限会社ヤシロクリーン
15004 ⾜⽴区 アサヒ飲料販売株式会社⾜⽴⽀店
15005 ⾜⽴区 株式会社 森栄⼯業所
15006 ⾜⽴区 旭化成住宅建設株式会社建設綾瀬事業所
15007 ⾜⽴区 株式会社ミヤ産興⾕中営業所
15008 ⾜⽴区 東京コカコーラボトラーズジャパン株式会社⾜⽴セールスセンター
15009 ⾜⽴区 株式会社中央住宅綾瀬営業所
15010 ⾜⽴区 東京トヨペット株式会社レクサスCPO⾜⽴
15011 葛飾区 鈴村梱包運輸株式会社ＫＳ運転代⾏
15012 葛飾区 アイジャパン株式会社
15013 葛飾区 ＮＯＡＨ運転代⾏
15014 葛飾区 ⾦町⾃動⾞教習所
15015 葛飾区 トヨタモビリティ東京株式会社飾⽩⿃店
15016 葛飾区 東京消防庁 ⾦町消防署
15017 葛飾区 株式会社由井⼯業
15018 葛飾区 株式会社カンドー東京東営業所
15019 葛飾区 中央⼯業株式会社



15020 葛飾区 トヨタモビリティパーツ株式会社東京⽀社 葛飾営業所
15021 葛飾区 トヨタモビリティ東京株式会社U−Cａr⾦町店
15022 葛飾区 株式会社アミックス
15023 葛飾区 株式会社アマダ
15024 葛飾区 株式会社 ビューティ花壇
15025 葛飾区 株式会社ニュースト東京⽀店
15026 葛飾区 ユニオン建設株式会社⾦町出張所
15027 葛飾区 ⾼橋産業株式会社
15028 葛飾区 関東メンテナンス株式会社
15029 葛飾区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏⻲有⽀店
15030 葛飾区 公益財団法⼈献⾎供給事業団葛飾⽀所
15031 葛飾区 東京都⾚⼗字⾎液センター葛飾事業所
15032 葛飾区 株式会社ダイナム東京統括事務所
15033 葛飾区 医療法⼈社団嬉泉会嬉泉病院
15034 葛飾区 デンタルサポート株式会社
15035 葛飾区 北東京⽣活クラブ⽣活協同組合葛飾センター
15036 葛飾区 株式会社セフティー
15037 葛飾区 東京ホンダ株式会社ホンダカーズ東京⽔元店
15038 葛飾区 株式会社フロンティア葛飾営業所
15039 葛飾区 株式会社アミック
15040 葛飾区 東⾹園株式会社
15041 葛飾区 旭ロール株式会社
15042 葛飾区 トヨタモビリティ東京株式会社T-プラザ⾦町店
15043 葛飾区 株式会社テクノ
15044 葛飾区 なごやかケアリンク株式会社ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰなごやか⻲有
15045 葛飾区 株式会社マルコシ飾店
15046 葛飾区 濱⽥電気⼯事 有限会社
15047 葛飾区 ユニオン建設株式会社
15048 葛飾区 福本ゴム⼯業株式会社
15049 葛飾区 株式会社ジェットイノウエ
15050 葛飾区 ホシザキ関東株式会社葛飾営業所
15051 葛飾区 株式会社あきば商会
15052 葛飾区 株式会社ホークワン城東⽀店
15053 葛飾区 有限会社坂⽥電気⼯事
15054 葛飾区 株式会社博進紙器製作所
15055 葛飾区 オフィスグリコ飾販売センター
15056 葛飾区 有限会社伸栄⾦属
15057 葛飾区 ⼤豊電設株式会社
15058 葛飾区 ⽇産プリンス東京販売株式会社葛飾店
15059 葛飾区 ⻲有信⽤⾦庫
15060 葛飾区 東京消防庁本⽥消防署南綾瀬出張所
15061 葛飾区 株式会社ネジの髙⼭
15062 葛飾区 レンゴー株式会社葛飾⼯場



15063 葛飾区 株式会社トーヨー建設
15064 葛飾区 磯⾙鋲螺⼯業株式会社
15065 葛飾区 株式会社ｼｰ･ｱｲ･ｼｰｱｸｱﾃｯｸ
15066 葛飾区 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Ｃａｒ⽔元店
15067 葛飾区 ⽇⽴ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱北東京ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
15068 葛飾区 東京都下⽔道サービス株式会社葛飾事業所
15069 葛飾区 国⼟交通省関東地⽅整備局東京国道事務所⻲有出張所
15070 葛飾区 エバタ株式会社
15071 葛飾区 東京電⼒パワーグリッド株式会社上野⽀社葛飾事務所
15072 葛飾区 東京都⽔道局⾦町浄⽔管理事務所
15073 葛飾区 株式会社幸村
15074 葛飾区 株式会社佐藤管⼯
15075 葛飾区 東京拘置所
15076 葛飾区 学校法⼈修徳学園
15077 葛飾区 菅原⼯事株式会社
15078 葛飾区 株式会社アサヒ
15079 葛飾区 東京都下⽔道サービス株式会社東部第⼆ポンプ所保全事業所
15080 葛飾区 株式会社JSH 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝｺﾙﾃﾞｨｱｰﾚ葛飾
15081 葛飾区 有限会社エレクラフト
15082 葛飾区 ダイハツ東京販売株式会社⽔元店
15083 葛飾区 株式会社東和エンジニアリング
15084 葛飾区 株式会社ｼｰ･ｱｲ･ｼｰ上野⽀店上野第三営業所
15085 葛飾区 株式会社みずほ銀⾏⻲有⽀店
15086 葛飾区 新⽇本電興 株式会社
15087 葛飾区 株式会社髙⽊屋
15088 葛飾区 株式会社⼤盛⼯業
15089 葛飾区 株式会社 ハウスプランニング
15090 葛飾区 ⼤和リビング株式会社葛飾営業所
15091 葛飾区 株式会社関東マツダ⽔元店
15092 葛飾区 広和電⼯(株)
15093 葛飾区 ダイカンサービス株式会社ダスキン東堀切店
15094 葛飾区 エムケー精⼯株式会社東京⽀店
15095 葛飾区 有限会社⽯橋商店
15096 葛飾区 医療法⼈社団⼀秀会葛飾橋病院
15097 葛飾区 東京都下⽔道サービス株式会社⼩菅保全事業所
15098 葛飾区 (有)ｱｰﾙｼｰｻﾎﾟｰﾄ
15099 葛飾区 株式会社関東マツダ 葛飾⻘⼾店
15100 葛飾区 城東産業株式会社
15101 葛飾区 ㈱ﾎﾝﾀﾞﾄﾞﾘｰﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ
15102 葛飾区 クラウンクリーニング株式会社
15103 葛飾区 菊⽔建設株式会社
15104 葛飾区 東京⾦属⼯業株式会社
15105 葛飾区 株式会社川千家



15106 葛飾区 株式会社関⼯パワーテクノ
15107 葛飾区 株式会社⽊曽路 ⾦町店
15108 葛飾区 トラップサービス株式会社
15109 葛飾区 富⼠⾞輌株式会社
15110 葛飾区 有限会社吉永メタル
15111 葛飾区 ㈱東急ｽﾎﾟｰﾂｵｱｼｽ⾦町店
15112 葛飾区 有限会社久保⼯務店
15113 葛飾区 ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞ･ｹｱﾈｯﾄ株式会社東京東レンタルセンター
15114 葛飾区 有限会社⼩針⼟⽊
15115 葛飾区 ソーケンエンタープライズ株式会社
15116 葛飾区 株式会社三王商会
15117 葛飾区 株式会社幡成サッシ⼯業
15118 葛飾区 社会福祉法⼈共⽣会 希望の家
15119 葛飾区 中島熱化学⼯業株式会社
15120 葛飾区 株式会社⽵髙⼯務店
15121 葛飾区 (有)安中保温⼯業
15122 葛飾区 株式会社タカラトミーアイビス
15123 葛飾区 特別養護⽼⼈ホーム葛飾やすらぎの郷
15124 葛飾区 有限会社⼤和⼯業
15125 葛飾区 昭和科学株式会社
15126 葛飾区 上下⽔道促進⼯業株式会社
15127 葛飾区 ㈱ツクイ 葛飾柴⼜営業所
15128 葛飾区 株式会社川上精巧
15129 葛飾区 ﾎｸﾄ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
15130 葛飾区 豊和エンジニアリング株式会社
15131 葛飾区 双葉ライン株式会社
15132 葛飾区 株式会社ミツウロコ 城東店
15133 葛飾区 社会福祉法⼈東京都知的障害者育成会 ⻄⽔元福祉館
15134 葛飾区 有限会社三幸建設
15135 葛飾区 ⼀建設 株式会社⾼砂営業所
15136 葛飾区 井⼝腎泌尿器科
15137 葛飾区 ライト企画株式会社
15138 葛飾区 永井建設株式会社
15139 葛飾区 ⽇本総合住⽣活株式会社城北⽀店
15140 葛飾区 株式会社 浅川製作所
15141 葛飾区 スポーツクラブルネサンス⻘砥
15142 葛飾区 有限会社松原⼯業
15143 葛飾区 ⽇本郵便株式会社葛飾新宿郵便局
15144 葛飾区 アップライド株式会社
15145 葛飾区 社会福祉法⼈敬仁会ル・ソラリオン飾
15146 葛飾区 株式会社ﾈｸｽﾃｰｼﾞ葛飾店
15147 葛飾区 株式会社ニットウ
15148 葛飾区 東京スマイル農業協同組合



15149 葛飾区 警視庁⻲有警察署
15150 葛飾区 東京陸送株式会社
15151 葛飾区 医療法⼈財団ファミーユ
15152 葛飾区 株式会社ビルテック 本社
15153 葛飾区 株式会社スカイネットコム
15154 葛飾区 サワ建⼯株式会社
15155 葛飾区 富⼠機械⼯販株式会社
15156 葛飾区 中越運送株式会社ＣＦＳ東京センター
15157 葛飾区 社会医療法⼈社団光仁会第⼀病院
15158 葛飾区 社会福祉法⼈藤寿会特別養護⽼⼈ホーム エトワール
15159 葛飾区 株式会社にへい⽊材
15160 葛飾区 東京消防庁⾦町消防署⽔元出張所
15161 葛飾区 ⼩岩⾦網株式会社関東⽀店
15162 葛飾区 学校法⼈⼆葉学園
15163 葛飾区 エヌティオートサービス株式会社⾦町サービスセンター
15164 葛飾区 ⻘鳩幼稚園
15165 葛飾区 ㈱新⽇本空調ｻｰﾋﾞｽ東京城東営業所
15166 葛飾区 宗明建設株式会社
15167 葛飾区 名古屋電機⼯業㈱東⽇本統括事務所
15168 葛飾区 有限会社 新⼭⼯業
15169 葛飾区 株式会社 弥市
15170 葛飾区 有限会社加賀建設
15171 葛飾区 学校法⼈宇⽥川学園千鶴幼稚園
15172 葛飾区 葛飾吉⽥学園あやめ幼稚園
15173 葛飾区 葛飾やまびこ幼稚園
15174 葛飾区 学校法⼈共栄学園
15175 葛飾区 浜島幼稚園
15176 葛飾区 ｴﾋﾞﾇﾏ㈱
15177 葛飾区 ㈱ﾘﾝｸｽ
15178 葛飾区 株式会社 ⿊⽥電設
15179 葛飾区 ⼭陽⼯業㈱
15180 葛飾区 延命幼稚園
15181 葛飾区 ワタミ 株式会社ワタミの宅⾷・葛飾⾼砂営業所
15182 葛飾区 有限会社 ヒット企画
15183 葛飾区 阪神⽣コン建材⼯業株式会社東京⼯場
15184 葛飾区 ミヨシ商事株式会社
15185 葛飾区 東京都下⽔道局東部第⼆下⽔道事務所
15186 葛飾区 ⻑⾕川⼯機株式会社
15187 葛飾区 ニューロング⼯業株式会社
15188 葛飾区 株式会社 ⼤起⼯管
15189 葛飾区 株式会社 歩⼟建⼯業
15190 葛飾区 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱東京営業部
15191 葛飾区 三ツ⽮物産㈱三ツ⽮ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ



15192 葛飾区 遍照院幼稚園
15193 葛飾区 株式会社広正社
15194 葛飾区 関東三菱⾃動⾞販売株式会社葛飾店
15195 葛飾区 社会福祉法⼈仁⽣社⽔元ふれあいの家
15196 葛飾区 社会福祉法⼈仁⽣社特別養護⽼⼈ホーム⽔元園
15197 葛飾区 ⼭光建設株式会社
15198 葛飾区 株式会社共伸ガスメンテナンス
15199 葛飾区 株式会社柴⼜興業
15200 葛飾区 株式会社ナポレックス
15201 葛飾区 ⽇東⼯業株式会社
15202 葛飾区 明治安⽥⽣命保険相互会社千住⽀社東⾦町営業所
15203 葛飾区 いすゞ⾃動⾞⾸都圏㈱葛飾サービスセンター
15204 葛飾区 三菱UFJﾛｰﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱常磐営業部 ⻲有営業所
15205 葛飾区 真清創設株式会社
15206 葛飾区 株式会社三幸
15207 葛飾区 ⾠⺒産業株式会社
15208 葛飾区 ⽩井通運㈱管理部・営業部
15209 葛飾区 株式会社⻑野⼯務店
15210 葛飾区 社会福祉法⼈⼿をつなぐ福祉会⽔元そよかぜ園
15211 葛飾区 (株)ﾜﾝｽﾞﾜｰﾄﾞ
15212 葛飾区 社会福祉法⼈三幸福祉会特別養護⽼⼈ﾎｰﾑ癒しの⾥⻘⼾
15213 葛飾区 介護⽼⼈保健施設東京愛育苑ｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ
15214 葛飾区 (株)昇栄商事
15215 葛飾区 (有)新富興業
15216 葛飾区 エイコー電業株式会社
15217 葛飾区 有限会社 康成功業
15218 葛飾区 ｴﾙﾘﾝｸﾞｸﾘﾝｶﾞｰ・ﾏﾙｻﾝ株式会社
15219 葛飾区 社会福祉法⼈東京コロニー東京都飾福祉⼯場
15220 葛飾区 (株)升喜東京ｷﾞﾌﾄｾﾝﾀｰ
15221 葛飾区 株式会社関材⽊店
15222 葛飾区 公益財団法⼈ 東京都公園協会⽔元公園サービスセンター
15223 葛飾区 明治安⽥⽣命保険相互会社⾦町南営業所
15224 葛飾区 シンコール(株)東京⽀店
15225 葛飾区 東⽇本旅客鉄道株式会社⾦町保線技術センター
15226 葛飾区 誠進⼯業㈲
15227 葛飾区 映進⼯業㈱
15228 葛飾区 明治安⽥⽣命⻲有営業所
15229 葛飾区 学校法⼈ ⼩倉学園専⾨学校東京⾃動⾞⼤学校
15230 葛飾区 株式会社 ⽔元設備
15231 葛飾区 株式会社⽇之出製作所
15232 葛飾区 株式会社Mobifac
15233 葛飾区 有限会社⼩池組
15234 葛飾区 有限会社 丸和建設⼯業



15235 葛飾区 丸⽯化成品株式会社
15236 葛飾区 ⽔元⼋千代幼稚園
15237 葛飾区 株式会社 久保⽥⼯業所
15238 葛飾区 綜合警備保障株式会社葛飾営業所
15239 葛飾区 ｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ⻲有
15240 葛飾区 株式会社 ⼤洋電設
15241 葛飾区 アサヒサンクリーン株式会社在宅介護センター葛飾
15242 葛飾区 秀和建設⼯業 株式会社
15243 葛飾区 飾ガス住宅設備機器株式会社
15244 葛飾区 株式会社エスワン電気
15245 葛飾区 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽきたえるーむ⻄⻲有
15246 葛飾区 株式会社建匠
15247 葛飾区 富⼠産業(株)⾦町営業所
15248 葛飾区 アオトプラス株式会社
15249 葛飾区 株式会社 カンドー 東部営業所
15250 葛飾区 共栄ゴム株式会社
15251 葛飾区 株式会社 英組
15252 葛飾区 ⽯徳螺⼦株式会社
15253 葛飾区 ⽇産東京販売株式会社葛飾⾦町店
15254 葛飾区 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ東都㈱⽔元店
15255 葛飾区 株式会社⼩島⽔道エンジニアリング事業部
15256 葛飾区 株式会社樽味商会
15257 葛飾区 株式会社桂造園
15258 葛飾区 東⽇本旅客鉄道株式会社東京電⾞線技術センター
15259 葛飾区 株式会社バンジハンエース東京第⼀営業所
15260 葛飾区 社会福祉法⼈のぞみ学園かめあり
15261 葛飾区 進和基礎⼯業株式会社
15262 葛飾区 飯⽥ホームトレードセンター㈱⻲有営業所
15263 葛飾区 ㈱柴⽥設備
15264 葛飾区 ㈱アンカーネットワークサービス
15265 葛飾区 富⼠産業株式会社
15266 葛飾区 ⼤東重機⼯事株式会社
15267 葛飾区 株式会社 ノゾミホーム
15268 葛飾区 株式会社櫻舞
15269 葛飾区 株式会社トヨトミ東京⽀店
15270 葛飾区 警視庁飾警察署
15271 葛飾区 東産業株式会社
15272 葛飾区 株式会社村井⼯業所
15273 葛飾区 株式会社サンテム
15274 葛飾区 株式会社⼩池メディカル第２東京事業所東京千葉営業所
15275 葛飾区 ⽇成興業株式会社
15276 葛飾区 医療法⼈社団明芳会ｲﾑｽﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝｾﾝﾀｰ東京飾病院
15277 葛飾区 今井スタイル株式会社



15278 葛飾区 ⾼嶺清掃株式会社
15279 葛飾区 医療法⼈丸⼭会介護⽼⼈保健施設ケア新⼩岩
15280 葛飾区 社会福祉法⼈仁⽣社奥⼾くつろぎの郷
15281 葛飾区 丸⽯テクノ株式会社
15282 葛飾区 株式会社ミニミニ城東新⼩岩店
15283 葛飾区 岩渕薬品株式会社飾営業所
15284 葛飾区 株式会社りそな銀⾏⻘⼾⽀店
15285 葛飾区 飯島興産株式会社
15286 葛飾区 三協テック株式会社関東東京⽀店東京東営業所
15287 葛飾区 株式会社愛和
15288 葛飾区 株式会社恩⽥製作所
15289 葛飾区 株式会社ビルメン
15290 葛飾区 株式会社シー・アイ・シー住環
15291 葛飾区 株式会社ワタナベ葛飾店
15292 葛飾区 ⼤蔵屋商事株式会社
15293 葛飾区 医療法⼈社団明芳会葛飾ロイヤルケアセンター
15294 葛飾区 トヨタモビリティ東京株式会社⼩岩店
15295 葛飾区 ⾼野電気⼯業株式会社
15296 葛飾区 尾花興業株式会社
15297 葛飾区 ⽇東⼯機株式会社
15298 葛飾区 医療法⼈社団明芳会イムス東京飾総合病院
15299 葛飾区 東京都江東治⽔事務所
15300 葛飾区 医療法⼈社団協友会リハビリケアかつしか
15301 葛飾区 ダイハツ東京販売株式会社新⼩岩店
15302 葛飾区 河野光学レンズ株式会社
15303 葛飾区 学校法⼈やしろ学園
15304 葛飾区 飾ヤクルト販売株式会社
15305 葛飾区 ⽇本郵便株式会社 飾郵便局
15306 葛飾区 ユニサービス株式会社
15307 葛飾区 株式会社⽊曽路新⼩岩店
15308 葛飾区 葛飾区清掃事務所
15309 葛飾区 株式会社ホンダカーズ東京オートテラス飾
15310 葛飾区 株式会社関東マツダ新⼩岩店
15311 葛飾区 葛飾区役所
15312 葛飾区 株式会社ロジパルエクスプレス
15313 葛飾区 和道⼯業株式会社
15314 葛飾区 有限会社かまくら興業
15315 葛飾区 株式会社⽊下フレンド
15316 葛飾区 セントラルウェルネスクラブ京成⼩岩
15317 葛飾区 正和建機株式会社
15318 葛飾区 有限会社東北建設
15319 葛飾区 株式会社ＬＩＸＩＬトーヨーサッシ商事東東京営業所
15320 葛飾区 株式会社京成ドライビングスクール



15321 葛飾区 飾区都市整備部公園課公園管理所
15322 葛飾区 株式会社 昭栄電気産業
15323 葛飾区 株式会社ジェイエスエスJSSスイミングスクール⽴⽯
15324 葛飾区 株式会社シゲヤマ
15325 葛飾区 有限会社福相興芸社
15326 葛飾区 株式会社⼩森硝⼦製作所
15327 葛飾区 株式会社シケン
15328 葛飾区 東都運業株式会社
15329 葛飾区 株式会社コバヤシ
15330 葛飾区 ⼤⼀産業株式会社東京⽀店
15331 葛飾区 株式会社眞⽥本社営業所
15332 葛飾区 株式会社 アックア設備
15333 葛飾区 (株)ティップネス新⼩岩
15334 葛飾区 ベストリハ株式会社
15335 葛飾区 国際衛⽣株式会社東京・千葉営業所
15336 葛飾区 セントケア東京株式会社セントケアリフォーム飾
15337 葛飾区 株式会社 千葉銀⾏⼩岩⽀店
15338 葛飾区 株式会社関東住器
15339 葛飾区 株式会社⼭室飾店
15340 葛飾区 セイコー産業東京株式会社
15341 葛飾区 栄⼯業株式会社⾼砂営業所
15342 葛飾区 株式会社三幸
15343 葛飾区 新⼩岩⾃動⾞学校
15344 葛飾区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ奥⼾センター
15345 葛飾区 飾区役所 道路補修課
15346 葛飾区 株式会社平⽥興業
15347 葛飾区 株式会社サイサン新⼩岩営業所
15348 葛飾区 株式会社横浜⼯務店東京⽀店
15349 葛飾区 株式会社東京サービス社
15350 葛飾区 株式会社パワーテクノ
15351 葛飾区 株式会社三井住友銀⾏新⼩岩⽀店
15352 葛飾区 ⼤翔建設株式会社
15353 葛飾区 株式会社⾸都圏メディカル葛飾営業所
15354 葛飾区 東新機⼯有限会社
15355 葛飾区 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱メガロス飾
15356 葛飾区 株式会社ヒキフネ
15357 葛飾区 ＤＲＰネットワーク株式会社
15358 葛飾区 株式会社スペースケア東京第⼀営業所
15359 葛飾区 株式会社JOSHO
15360 葛飾区 株式会社ヨシダ防災設備
15361 葛飾区 カインズ株式会社
15362 葛飾区 東京都住宅供給公社新⼩岩窓⼝センター
15363 葛飾区 株式会社多加良製作所



15364 葛飾区 東京アンテナ⼯事株式会社
15365 葛飾区 株式会社レンタルサービスダスキンレンタルサービス
15366 葛飾区 株式会社伊藤園飾⽀店
15367 葛飾区 東和薬品株式会社葛飾営業所
15368 葛飾区 ⽇産東京販売株式会社飾⽴⽯店
15369 葛飾区 ＢＸカネシン株式会社
15370 葛飾区 交新建設株式会社新⼩岩出張所
15371 葛飾区 東⽇本塗料株式会社
15372 葛飾区 株式会社 平⼭鉄筋 奥⼾営業所
15373 葛飾区 株式会社ハウスメイトマネジメント 東東京⽀店
15374 葛飾区 コミュニケア２４癒しのデイサービス飾
15375 葛飾区 富⼠⾊素⼯業株式会社
15376 葛飾区 株式会社シグマ平和橋⾃動⾞教習所
15377 葛飾区 東京消防庁本⽥消防署
15378 葛飾区 株式会社トーリツ
15379 葛飾区 株式会社オープンハウス新⼩岩営業センター
15380 葛飾区 ⽇本スピードショア株式会社東京営業所
15381 葛飾区 岡⽥電気産業株式会社
15382 葛飾区 槇野産業株式会社
15383 葛飾区 株式会社ホンダカーズ東京飾店
15384 葛飾区 阿部興業株式会社城東⽀店
15385 葛飾区 医療法⼈社団淳友会わたホームクリニック
15386 葛飾区 藤ビルメンテナンス株式会社葛飾営業所
15387 葛飾区 社会福祉法⼈アストリー
15388 葛飾区 グローリー株式会社東京東出張所
15389 葛飾区 株式会社愛和セレモニー事業部
15390 葛飾区 医療法⼈社団やよい会⽴⽯腎クリニック
15391 葛飾区 医療法⼈社団啓翔会⿊⽊整形外科内科クリニック
15392 葛飾区 株式会社み
15393 葛飾区 ⼆幸削進⼯業株式会社
15394 葛飾区 有限会社神⽥電気⼯事
15395 葛飾区 東京都第五建設事務所
15396 葛飾区 東京消防庁警防部 即応対処部隊
15397 葛飾区 株式会社訪問看護ステーションコルディアーレ新⼩岩
15398 葛飾区 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 飾⽀社
15399 葛飾区 ⼩池プロパンガス株式会社
15400 葛飾区 株式会社⾼橋商店
15401 葛飾区 ダイキン⼯業株式会社飾サービスステーション
15402 葛飾区 学校法⼈関⼝学園明昭第⼆幼稚園
15403 葛飾区 平⼦鉄筋株式会社
15404 葛飾区 丸⼭産業株式会社
15405 葛飾区 株式会社 ⽔⼗⽔⼯業
15406 葛飾区 社会福祉法⼈かがやけ福祉会かがやけ共同作業所



15407 葛飾区 千代⽥重機⼯事株式会社
15408 葛飾区 なごやかケアリンク㈱ デイサービスセンターなごやか⽴⽯
15409 葛飾区 株式会社協和⽇成第⼆設備営業所
15410 葛飾区 株式会社タカラトミーアイビス
15411 葛飾区 古⾥建設⼯業株式会社
15412 葛飾区 アイエス建興株式会社
15413 葛飾区 稲垣商事株式会社東京東部営業所
15414 葛飾区 ネッツトヨタ東都株式会社
15415 葛飾区 東⽇本旅客鉄道株式会社新⼩岩保線技術センター
15416 葛飾区 ⼋州プラント建設 株式会社
15417 葛飾区 有限会社堀切⾃動⾞⼯場
15418 葛飾区 株式会社トーリツ
15419 葛飾区 社会保険労務⼠法⼈ 柴⼭事務所
15420 葛飾区 株式会社環境整備葛飾リサイクルセンター
15421 葛飾区 株式会社 ⼭勝
15422 葛飾区 医療法⼈社団直和会平成⽴⽯病院
15423 葛飾区 株式会社ユニタス
15424 葛飾区 株式会社共進⼯販
15425 葛飾区 株式会社ニップコーポレーション⼩岩営業所
15426 葛飾区 株式会社 ⽯鍋
15427 葛飾区 株式会社ワールドベンディング
15428 葛飾区 株式会社丸彰
15429 葛飾区 株式会社 マスダ⾃動⾞学校
15430 葛飾区 三浦⼯業株式会社飾営業所
15431 葛飾区 ㈱ＳＦ−インフォネットセントラル薬局四つ⽊店
15432 葛飾区 葛飾区施設部施設維持課
15433 葛飾区 株式会社サクシード
15434 葛飾区 並⽊盛⾃動⾞株式会社葛飾⽀店
15435 葛飾区 医療法⼈社団さわやか済世飾健診センター
15436 葛飾区 トヨタモビリティ株式会社飾四つ⽊店
15437 葛飾区 株式会社 レジンワーク東京⽀店
15438 葛飾区 株式会社ジーエムエスField Factory
15439 葛飾区 極東証券株式会社新⼩岩⽀店
15440 葛飾区 新⼩岩クリニック
15441 葛飾区 太陽インキ機材株式会社営業部
15442 葛飾区 セイズ株式会社
15443 葛飾区 佐藤化成株式会社
15444 葛飾区 ヨシダ印刷株式会社
15445 葛飾区 ミマスクリーンケア株式会社
15446 葛飾区 タイヨー株式会社
15447 葛飾区 株式会社なるほ堂
15448 葛飾区 株式会社三和
15449 葛飾区 株式会社セントラルサポート



15450 葛飾区 株式会社 アサヒ通⼀商アッソー
15451 葛飾区 株式会社スズキ⾃販東京アリーナ飾中央
15452 葛飾区 株式会社きらぼし銀⾏
15453 葛飾区 株式会社 ⼤⻄熱学
15454 葛飾区 株式会社 アキヤマ機械
15455 葛飾区 BX⻄⼭鉄網株式会社
15456 葛飾区 株式会社 愛和介護事業本部
15457 葛飾区 株式会社 ⼩林造園
15458 葛飾区 株式会社ヴィオラ
15459 葛飾区 エヌ・アイ・シー株式会社
15460 葛飾区 株式会社 ハジメ
15461 葛飾区 サザンクロスかつしか
15462 葛飾区 奥⼾福祉館
15463 葛飾区 学校法⼈町⼭学園まどか幼稚園
15464 葛飾区 学校法⼈⼋王⼭学園あすなろ幼稚園
15465 葛飾区 学校法⼈熊野学園熊野幼稚園
15466 葛飾区 学校法⼈上平井幼稚園
15467 葛飾区 ⽣活介護事業所シャングリラ
15468 葛飾区 学校法⼈みどりかげ学園和光幼稚園
15469 葛飾区 宗教法⼈浄光寺やくし幼稚園
15470 葛飾区 株式会社カツシカ
15471 葛飾区 学校法⼈関⼝学園明昭第⼀幼稚園
15472 葛飾区 摩耶幼稚園
15473 葛飾区 学校法⼈若草幼稚園
15474 葛飾区 有限会社TRUST ONE
15475 葛飾区 株式会社⾚松商店
15476 葛飾区 株式会社坂井電気
15477 葛飾区 株式会社東広
15478 葛飾区 マキー・エンジニアリング株式会社
15479 葛飾区 有限会社 吉野商会
15480 葛飾区 明治安⽥⽣命保険相互会社千住⽀社⻘砥営業所
15481 葛飾区 株式会社三井住友銀⾏新⼩岩法⼈営業部
15482 葛飾区 ⾠⺒屋興業株式会社東京⽀店
15483 葛飾区 有限会社板越商事
15484 葛飾区 株式会社 塚越商店
15485 葛飾区 社会福祉法⼈章佑会やすらぎリバーシティ
15486 葛飾区 株式会社 ⽇伸鉄⼯建設
15487 葛飾区 東京⽔道株式会社東京都⽔道局葛飾営業所
15488 葛飾区 株式会社城東輸送
15489 葛飾区 東京ジーワイ株式会社城東営業所
15490 葛飾区 株式会社 ⾓産
15491 葛飾区 テイクワン株式会社
15492 葛飾区 株式会社三共消毒飾営業所



15493 葛飾区 有限会社髙登興業
15494 葛飾区 綜合⾷品包装材料株式会社みやこ包装
15495 葛飾区 ミヨシ油脂株式会社
15496 葛飾区 株式会社 光和
15497 葛飾区 株式会社ツクイ
15498 葛飾区 株式会社 タカハシファーム
15499 葛飾区 ⽯川⽣コン株式会社
15500 葛飾区 株式会社オーデン東⽇本ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
15501 葛飾区 葛飾しらゆり学園幼稚園
15502 葛飾区 社会福祉法⼈厚⽣福祉会東四つ⽊在宅サービスセンター
15503 葛飾区 株式会社KNHメンテナンス
15504 葛飾区 株式会社⽵中ガス⼯事奥⼾⽀所
15505 葛飾区 株式会社セイズホーム
15506 葛飾区 ⼤成ファインケミカル株式会社
15507 葛飾区 株式会社 伊藤園 ⾜⽴⽀店
15508 葛飾区 株式会社スズキ⼆輪
15509 葛飾区 宮原鉄筋株式会社
15510 葛飾区 有限会社鈴三興業
15511 葛飾区 南武株式会社
15512 葛飾区 株式会社⼤和スポンジ
15513 葛飾区 株式会社スズケン東京中央営業所 飾⽀店
15514 葛飾区 株式会社協和⽇成東京東事業所
15515 葛飾区 ケーオーデンタル株式会社城東営業所
15516 葛飾区 ⽯川鉄筋株式会社
15517 葛飾区 学校法⼈広和学園
15518 葛飾区 株式会社アステム京葉営業所
15519 葛飾区 株式会社ホンダカーズ東京奥⼾店
15520 葛飾区 株式会社⼤滝城東営業所
15521 葛飾区 東邦薬品株式会社飾事業所
15522 葛飾区 ⽇本動物薬品株式会社
15523 葛飾区 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱東京地区本部飾営業所
15524 葛飾区 ⽇産東京販売株式会社環七⼩岩店
15525 葛飾区 株式会社サンハート
15526 葛飾区 トータルサービス株式会社
15527 葛飾区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ⽴⽯センター
15528 葛飾区 ダイハツ東京販売株式会社四つ⽊店
15529 葛飾区 医療法⼈社団明芳会お花茶屋ロイヤルケアセンター
15530 葛飾区 ⻄武商事株式会社
15531 葛飾区 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Ｃａｒ新⼩岩店
15532 葛飾区 株式会社タイカ
15533 江⼾川区 警視庁（他2）
15536 江⼾川区 アール代⾏
15537 江⼾川区 ブライトトップ 株式会社東京ｼｮﾌｧｰ運転代⾏ 新⼩岩営業所



15538 江⼾川区 ＳＳＤ代⾏
15539 江⼾川区 東京⾃動⾞興業株式会社
15540 江⼾川区 株式会社ＫＳＪ
15541 江⼾川区 東京スバル株式会社⼩松川店
15542 江⼾川区 株式会社今井⾃動⾞教習所
15543 江⼾川区 ニューレイトン株式会社
15544 江⼾川区 株式会社コジマ江⼾川⽀店
15545 江⼾川区 株式会社伊藤信司商店
15546 江⼾川区 株式会社バイタルネット東京中央⽀店城東出張所
15547 江⼾川区 株式会社上野製作所
15548 江⼾川区 株式会社 ユーヅツ
15549 江⼾川区 アルフレッサ株式会社城東事業所
15550 江⼾川区 東京ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社江⼾川⽀店
15551 江⼾川区 株式会社 江⼾川⾃動⾞教習所
15552 江⼾川区 東京消防庁江⼾川消防署
15553 江⼾川区 江⼾川区役所
15554 江⼾川区 ⽇本ビルコン株式会社平井テクニカルセンター
15555 江⼾川区 ⽇本郵便株式会社 江⼾川郵便局
15556 江⼾川区 江⼾川製罐株式会社
15557 江⼾川区 ⽇本リーテック株式会社道路設備⽀店 ⼯事課
15558 江⼾川区 株式会社京葉興業⼟⽊資材センター
15559 江⼾川区 中越ゴム株式会社
15560 江⼾川区 社会福祉法⼈ウエルス東京
15561 江⼾川区 株式会社佐藤⼟建
15562 江⼾川区 東京都下⽔道サービス㈱江⼾川事業所
15563 江⼾川区 株式会社安井
15564 江⼾川区 東光⾃動⾞株式会社江⼾川営業所
15565 江⼾川区 株式会社岡本モータース
15566 江⼾川区 株式会社 尾崎⻭切⼯場
15567 江⼾川区 川上塗料株式会社東京営業所
15568 江⼾川区 東輝⾃動⾞株式会社
15569 江⼾川区 三和エナジー株式会社
15570 江⼾川区 ⽇産部品中央販売株式会社江⼾川⽀店
15571 江⼾川区 加瀬電機株式会社
15572 江⼾川区 医療法⼈社団しろひげファミリー
15573 江⼾川区 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社江⼾川店
15574 江⼾川区 久保⽊建設株式会社
15575 江⼾川区 トヨタモビリティ東京株式会社江⼾川⻄⼀之江店
15576 江⼾川区 ⼭通システムサービス株式会社東京営業所
15577 江⼾川区 新⼩岩幼稚園
15578 江⼾川区 東京フルフィルメントセンター
15579 江⼾川区 サンワローラン株式会社
15580 江⼾川区 有限会社 ⽊村産業



15581 江⼾川区 株式会社相原鶏業
15582 江⼾川区 興亜硝⼦株式会社
15583 江⼾川区 株式会社ニューコン⼯業
15584 江⼾川区 稲垣機材株式会社城東営業所
15585 江⼾川区 株式会社 モトーレントーマツ
15586 江⼾川区 有限会社トータルインテリアシンポ
15587 江⼾川区 株式会社ナック
15588 江⼾川区 株式会社エムズフロンティア
15589 江⼾川区 宗教法⼈ 源法寺原法寺幼稚園
15590 江⼾川区 王⼦斎藤紙業株式会社東京営業所
15591 江⼾川区 新川電気⼯業株式会社
15592 江⼾川区 佐々⽊電気株式会社
15593 江⼾川区 株式会社春江
15594 江⼾川区 株式会社リネット
15595 江⼾川区 株式会社ミライト・ワン江東技術センタ
15596 江⼾川区 株式会社 Buysell-technologies東東京センター
15597 江⼾川区 隅⽥電機⼯業株式会社
15598 江⼾川区 株式会社昌⽴製作所
15599 江⼾川区 スターツケアサービス株式会社ケアホームうらら⼀之江
15600 江⼾川区 平成建設⼯業有限会社
15601 江⼾川区 株式会社トーカイ江⼾川営業所
15602 江⼾川区 株式会社 村上興業
15603 江⼾川区 株式会社りそな銀⾏江⼾川南⽀店
15604 江⼾川区 株式会社鈴⻲ 本社⼯場
15605 江⼾川区 株式会社マスダ組
15606 江⼾川区 社団法⼈シルバー⼈材センター江⼾川区⾼齢者事業団
15607 江⼾川区 ⼤峰建設株式会社
15608 江⼾川区 テーシーケース株式会社
15609 江⼾川区 スーパー⼯業株式会社東京営業所
15610 江⼾川区 王⼦パッケージング株式会社
15611 江⼾川区 有限会社松⽥商会
15612 江⼾川区 東京電⼒パワーグリッド株式会社江東⽀社江⼾川事務所
15613 江⼾川区 株式会社ガイアート関東⽀店 東京営業所
15614 江⼾川区 ホリゾン・ジャパン株式会社
15615 江⼾川区 有限会社サンデー
15616 江⼾川区 株式会社サニクリーン東京江⼾川営業所
15617 江⼾川区 東京⽔道株式会社東京都⽔道局江⼾川営業所
15618 江⼾川区 サンエー⾷品株式会社
15619 江⼾川区 中央ジーエス電池株式会社
15620 江⼾川区 株式会社不⼆製作所
15621 江⼾川区 ⻄尾レントオール株式会社江⼾川営業所
15622 江⼾川区 スターツアメニティ株式会社
15623 江⼾川区 株式会社カワテ



15624 江⼾川区 株式会社スズキ⾃販東京江⼾川⽀店
15625 江⼾川区 株式会社薬研社東京営業所
15626 江⼾川区 学校法⼈篠崎学園篠崎若葉幼稚園
15627 江⼾川区 株式会社横内⼯業
15628 江⼾川区 株式会社フキ
15629 江⼾川区 三協株式会社
15630 江⼾川区 有限会社フジ給⾷
15631 江⼾川区 株式会社藤隆⼯業
15632 江⼾川区 エスケー住宅サービス株式会社
15633 江⼾川区 株式会社武⽥⼯務店
15634 江⼾川区 株式会社ＳＫＳ
15635 江⼾川区 ディサービス夢楽 瑞江
15636 江⼾川区 ユーロフィン⽇本環境株式会社
15637 江⼾川区 中央労働⾦庫江⼾川⽀店
15638 江⼾川区 株式会社みやこ⾷品
15639 江⼾川区 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏⼩松川⽀店
15640 江⼾川区 スターツＣＡＭ株式会社
15641 江⼾川区 株式会社⿊沼染⼯場
15642 江⼾川区 学校法⼈⽥澤学園東⼀の江幼稚園
15643 江⼾川区 宗教法⼈燈明寺明聖幼稚園
15644 江⼾川区 株式会社祝⼀ 船堀営業所
15645 江⼾川区 株式会社千葉銀⾏篠崎⽀店
15646 江⼾川区 キリンメンテナンス・サービス㈱東⽇本ＣＥセンター江⼾川Ｓ
15647 江⼾川区 勝⽥電設⼯業株式会社
15648 江⼾川区 和⽥製糖株式会社江⼾川⼯場
15649 江⼾川区 株式会社 ⽥窪⼯業所東京営業所
15650 江⼾川区 株式会社 ジー・エス・イー
15651 江⼾川区 株式会社かしまスポーツクラブＡＺ
15652 江⼾川区 ⼭⼀興産株式会社江⼾川⼯場
15653 江⼾川区 東京アルミセンター株式会社
15654 江⼾川区 タイヘイ株式会社江⼾川営業所
15655 江⼾川区 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟関東本部 東京⽀部 江⼾川基地
15656 江⼾川区 株式会社ライクス城東営業所
15657 江⼾川区 雅重機株式会社
15658 江⼾川区 禄産業有限会社
15659 江⼾川区 江⼾川鍛⼯株式会社
15660 江⼾川区 医療法⼈社団 ⾃靖会
15661 江⼾川区 東京⽇世フードサプライ株式会社
15662 江⼾川区 トヨタモビリティ東京株式会社⼀之江店
15663 江⼾川区 株式会社 武蔵野フーズ江⼾川営業所
15664 江⼾川区 東邦⾦属⼯業株式会社
15665 江⼾川区 株式会社⼤垣電気
15666 江⼾川区 有限会社渡辺基礎



15667 江⼾川区 京和⼯業株式会社
15668 江⼾川区 株式会社ニッセイ東京営業所
15669 江⼾川区 渡辺パイプ株式会社江⼾川サービスセンター
15670 江⼾川区 株式会社いつわワールドダスキン⼀之江⽀店
15671 江⼾川区 株式会社樫野 東京⽀店
15672 江⼾川区 株式会社トーヨータイヤジャパン江⼾川営業所
15673 江⼾川区 株式会社アメニティ
15674 江⼾川区 株式会社ナニワ
15675 江⼾川区 南信電設株式会社
15676 江⼾川区 やまと建材株式会社
15677 江⼾川区 有限会社⿃⾕部建設
15678 江⼾川区 株式会社ホンダカーズ東京⼀之江店
15679 江⼾川区 トヨタモビリティパーツ株式会社東京⽀社 城東営業所
15680 江⼾川区 ⽇誠⾦属株式会社
15681 江⼾川区 ミナモト通信株式会社関東⽀社
15682 江⼾川区 ⽂化シャッターサービス株式会社
15683 江⼾川区 千代⽥興業株式会社
15684 江⼾川区 株式会社関東マツダ⼀之江店
15685 江⼾川区 ホーメイ商⼯株式会社東京⽀店
15686 江⼾川区 ⽣活協同組合パルシステム東京江⼾川センター
15687 江⼾川区 株式会社坂倉
15688 江⼾川区 ＧＲＯＷ．ＳＣ株式会社
15689 江⼾川区 株式会社⼩泉
15690 江⼾川区 警視庁⼩松川警察署
15691 江⼾川区 株式会社⼤富
15692 江⼾川区 株式会社⼤島製作所
15693 江⼾川区 株式会社スイコウ
15694 江⼾川区 株式会社⽇本オフィスオートメーション
15695 江⼾川区 株式会社鶴⾒⽡店
15696 江⼾川区 ⽇産東京販売株式会社江⼾川⼩松川店
15697 江⼾川区 三東運輸株式会社
15698 江⼾川区 ダイドービバレッジサービス株式会社 城東営業所
15699 江⼾川区 株式会社アック東京営業所
15700 江⼾川区 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ船堀センター
15701 江⼾川区 株式会社サンクスコーポレーション
15702 江⼾川区 トヨタモビリティ東京株式会社江⼾川中央店
15703 江⼾川区 橋本⾦属株式会社
15704 江⼾川区 株式会社⻄尾家具⼯芸社東京⽀店
15705 江⼾川区 株式会社下沢⾃動⾞
15706 江⼾川区 ⼤東建物管理株式会社江⼾川営業所
15707 江⼾川区 アウディジャパン販売株式会社Audi江⼾川店
15708 江⼾川区 ダイドー株式会社東京⽀店
15709 江⼾川区 ⼤和ハウス賃貸リフォーム（株）関東⽀店 東京営業所



15710 江⼾川区 ㈱市川環境エンジニアリング江⼾川事業所
15711 江⼾川区 東⼯・バレックス株式会社
15712 江⼾川区 株式会社 新藤慶昌堂
15713 江⼾川区 タキゲン製造株式会社⼩松川⽀店
15714 江⼾川区 国⼟緑化株式会社
15715 江⼾川区 エスティーメンテナンス株式会社
15716 江⼾川区 暁幼稚園
15717 江⼾川区 浄興幼稚園
15718 江⼾川区 株式会社明治屋船堀営業所
15719 江⼾川区 かんしち幼稚園
15720 江⼾川区 キリスト教幼児教育きのみ
15721 江⼾川区 株式会社 ダイタツ
15722 江⼾川区 タイヘイ株式会社
15723 江⼾川区 ⼋興化成株式会社
15724 江⼾川区 株式会社⽇本オフィスオートメーション
15725 江⼾川区 太陽建機レンタル株式会社
15726 江⼾川区 ⽇本ビルコン株式会社城東サービス
15727 江⼾川区 フルモト⼯事有限会社
15728 江⼾川区 株式会社ティップネス瑞江店
15729 江⼾川区 学校法⼈守屋育英学園関東第⼀⾼等学校
15730 江⼾川区 株式会社村上⼯務店
15731 江⼾川区 旭化成住宅建設株式会社 関東事事業部京葉事務所
15732 江⼾川区 中央コンクリート株式会社
15733 江⼾川区 アサヒガス株式会社
15734 江⼾川区 ⼭⼝商店
15735 江⼾川区 有限会社岩楯⼟⽊
15736 江⼾川区 株式会社たなべ住宅設備
15737 江⼾川区 株式会社オリエント技研
15738 江⼾川区 株式会社ライト
15739 江⼾川区 株式会社スピーディ
15740 江⼾川区 栄進⼯業株式会社江⼾川営業所
15741 江⼾川区 社会福祉法⼈健修会特別養護⽼⼈ホーム清⼼苑
15742 江⼾川区 いすゞ⾃動⾞⾸都圏株式会社江⼾川⼯場
15743 江⼾川区 アサヒ飲料販売株式会社
15744 江⼾川区 株式会社⼩野組
15745 江⼾川区 株式会社三⾦江⼾川営業所
15746 江⼾川区 株式会社鈴⽊シャーリング
15747 江⼾川区 ⼩野建材⼯業株式会社
15748 江⼾川区 三協ラボサービス株式会社
15749 江⼾川区 丸⼤フード株式会社江⼾川営業所
15750 江⼾川区 スターツピタットハウス株式会社篠崎店
15751 江⼾川区 株式会社シュンセツ
15752 江⼾川区 共栄興業株式会社



15753 江⼾川区 ⼭⼝⼯業株式会社
15754 江⼾川区 株式会社 千葉銀⾏瑞江⽀店
15755 江⼾川区 フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社 江⼾川⽀店
15756 江⼾川区 ⽇本給⾷株式会社
15757 江⼾川区 ＫＧＫサービス株式会社東京営業所
15758 江⼾川区 有限会社⾕津商会
15759 江⼾川区 ⽇本⾞輌洗滌機株式会社
15760 江⼾川区 株式会社美南海建材
15761 江⼾川区 ヨシヤコーポレーション株式会社
15762 江⼾川区 株式会社スガワラ
15763 江⼾川区 株式会社サンコー設備
15764 江⼾川区 アイエスジー株式会社江⼾川営業所
15765 江⼾川区 株式会社松⽥モデル
15766 江⼾川区 SOMPOケア株式会社ハッピーデイズ船堀
15767 江⼾川区 株式会社亜細亜綜合防災
15768 江⼾川区 株式会社 リダクションテクノ
15769 江⼾川区 京葉オートライフ株式会社
15770 江⼾川区 安⽥興業株式会社
15771 江⼾川区 共和⼯業株式会社
15772 江⼾川区 スターツファシリティーサービス株式会社 江⼾川営業所
15773 江⼾川区 株式会社Ｎｏ.1
15774 江⼾川区 渡辺パイプ株式会社江⼾川電⼯サービスセンター
15775 江⼾川区 瑞江ゆうあいクリニック
15776 江⼾川区 ユタカ重機⼯業株式会社
15777 江⼾川区 株式会社ユニマットプレシャス東東京営業所
15778 江⼾川区 池垣冷鋼株式会社
15779 江⼾川区 栗駒機⼯株式会社
15780 江⼾川区 開進⽯油株式会社
15781 江⼾川区 株式会社マキタ江⼾川営業所
15782 江⼾川区 株式会社藤鋼業
15783 江⼾川区 株式会社⼩池メディカル
15784 江⼾川区 三和ベンダー株式会社 城東店
15785 江⼾川区 ⼤和ハウスリフォーム株式会社南関東⽀店 城東営業所
15786 江⼾川区 バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社フィールドサービス部
15787 江⼾川区 扶桑産業株式会社東京⽀店
15788 江⼾川区 塚本建設株式会社
15789 江⼾川区 株式会社髙津組
15790 江⼾川区 株式会社アサヒブロイラー⾸都圏営業所
15791 江⼾川区 ワールドネジ株式会社
15792 江⼾川区 株式会社⽯川⼟⽊
15793 江⼾川区 野⼝株式会社城東営業所
15794 江⼾川区 株式会社三喜商会
15795 江⼾川区 ツクイ江⼾川⼤杉



15796 江⼾川区 ⽇本リーテック株式会社交通システム⽀店
15797 江⼾川区 ⼤和⼯業株式会社
15798 江⼾川区 株式会社テコルト
15799 江⼾川区 鈴⽊⼯業株式会社
15800 江⼾川区 酒巻電気⼯業株式会社
15801 江⼾川区 ⽇本リーテック株式会社道路整備⽀店 保全課
15802 江⼾川区 東京セントラルエアコン株式会社
15803 江⼾川区 ⽇⽴興業株式会社
15804 江⼾川区 ⼤和リビング株式会社城東営業所
15805 江⼾川区 みなもと幼稚園
15806 江⼾川区 株式会社三⽵
15807 江⼾川区 有限会社鈴⽊建材店
15808 江⼾川区 株式会社ヒノキヤレスコ
15809 江⼾川区 ケアレジデンス東京アネックス
15810 江⼾川区 東京鋪装⼯業株式会社関東⽀店東京営業所
15811 江⼾川区 株式会社後藤製作所
15812 江⼾川区 ケアレジデンス東京アネックス別館
15813 江⼾川区 双葉リース株式会社
15814 江⼾川区 有限会社並⽊組
15815 江⼾川区 江⼾川図書株式会社
15816 江⼾川区 メディカルバイオコーポレーション株式会社
15817 江⼾川区 株式会社ハンズ
15818 江⼾川区 株式会社エヌ・イーサポート東京⽀社
15819 江⼾川区 株式会社カイ重⼯機⼯
15820 江⼾川区 株式会社柳原
15821 江⼾川区 株式会社⽣⽥電機設備商会
15822 江⼾川区 株式会社冨⼠ボーリング
15823 江⼾川区 ⽵村セメント⼯業株式会社
15824 江⼾川区 東洋商会
15825 江⼾川区 ⻑村興業株式会社
15826 江⼾川区 株式会社複合材料研究所
15827 江⼾川区 株式会社光栄
15828 江⼾川区 エヌティオートサービス株式会社江⼾川⾞検センター
15829 江⼾川区 株式会社マエカワ東⽇本サービス課
15830 江⼾川区 株式会社ホンダカーズ東京江⼾川店
15831 江⼾川区 株式会社トーリツﾄｰﾘﾂ福祉⽤具 江⼾川事業所
15832 江⼾川区 株式会社イクタツ
15833 江⼾川区 ワタミの宅⾷江⼾川松江営業所
15834 江⼾川区 株式会社⼭弘
15835 江⼾川区 株式会社マルカメイト
15836 江⼾川区 株式会社東晃エンジニアリング
15837 江⼾川区 有限会社コーワーカーズ本社
15838 江⼾川区 有限会社恵⽣産業



15839 江⼾川区 新潟商事株式会社
15840 江⼾川区 アイエスアイ⼯業株式会社
15841 江⼾川区 澤建設株式会社
15842 江⼾川区 ベル・テック株式会社
15843 江⼾川区 清和産業株式会社
15844 江⼾川区 株式会社幸和製作所関東営業所
15845 江⼾川区 株式会社ミハマ製作所
15846 江⼾川区 株式会社アライ
15847 江⼾川区 東洋電設⼯業株式会社
15848 江⼾川区 ⽣活協同組合コープみらいｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ平井センター
15849 江⼾川区 株式会社ヨドバシカメラ
15850 江⼾川区 株式会社丸盛
15851 江⼾川区 トヨタモビリティ東京⼩松川店
15852 江⼾川区 ⼤東建託株式会社江⼾川⽀店
15853 江⼾川区 株式会社⽟吉
15854 江⼾川区 特別養護⽼⼈ホーム第⼆みどりの郷
15855 江⼾川区 ⽇本電⼦応⽤株式会社
15856 江⼾川区 株式会社鈴喜
15857 江⼾川区 トヨタモビリティ東京株式会社江⼾川瑞江店
15858 江⼾川区 株式会社エッチ.エス.ストロング
15859 江⼾川区 武尊技建⼯業株式会社
15860 江⼾川区 リハプライド・まつえ
15861 江⼾川区 新明電気株式会社城東営業所
15862 江⼾川区 東洋ユニオン株式会社江⼾川営業所
15863 江⼾川区 岩楯⼯事株式会社
15864 江⼾川区 フォービスライフ株式会社フォービスライフ英
15865 江⼾川区 株式会社レイ・インフィニティ
15866 江⼾川区 株式会社久我営業部
15867 江⼾川区 有限会社クガ物流開発
15868 江⼾川区 株式会社エイチ・ピー・アイ
15869 江⼾川区 株式会社ワイエス⼯事部
15870 江⼾川区 株式会社昭興本社
15871 江⼾川区 有限会社実川⼯業
15872 江⼾川区 株式会社ＳＫ⼯業
15873 江⼾川区 株式会社オグラ
15874 江⼾川区 ワタミの宅⾷江⼾川⼤杉営業所
15875 江⼾川区 有限会社瀬川建設
15876 江⼾川区 翼綜合警備保障株式会社
15877 江⼾川区 鍛壓⼯業株式会社総務部
15878 江⼾川区 江⼾鉄株式会社
15879 江⼾川区 社会福祉法⼈ 瑞光会瑞江在宅サービスセンター
15880 江⼾川区 株式会社⼤和⼯務店
15881 江⼾川区 ⼤⻄測定株式会社



15882 江⼾川区 株式会社セントラルエアコン
15883 江⼾川区 株式会社ユナイトボード
15884 江⼾川区 中村産業株式会社本社
15885 江⼾川区 有限会社キャネット
15886 江⼾川区 三陽重量⼯事株式会社
15887 江⼾川区 株式会社テクノシステム
15888 江⼾川区 株式会社ニッコウホームズ
15889 江⼾川区 株式会社ヤエスＲ＆Ｓ本社
15890 江⼾川区 株式会社ヤマイチ
15891 江⼾川区 株式会社ユナイテッドユーケアplus
15892 江⼾川区 三栄株式会社
15893 江⼾川区 三幸福祉会 特別養護⽼⼈ホーム癒しの⾥⻄⼩松川
15894 江⼾川区 三勇床⼯事株式会社施設・建築施⼯営業⼯事部
15895 江⼾川区 鉄甲⾦属株式会社
15896 江⼾川区 有限会社協同システム
15897 江⼾川区 ⼤宗建設株式会社
15898 江⼾川区 東京スマイル農業協同組合鎌⽥⽀店
15899 江⼾川区 有限会社クリーン
15900 江⼾川区 東海施設株式会社⼯事部
15901 江⼾川区 株式会社マカベ本社
15902 江⼾川区 東京スマイル農業協同組合江⼾川⽀店
15903 江⼾川区 株式会社ケーツー販売
15904 江⼾川区 ヤマト電機株式会社江⼾川営業所
15905 江⼾川区 名和⼯業株式会社
15906 江⼾川区 株式会社ジェット東京江⼾川営業所
15907 江⼾川区 有限会社横⽥総建
15908 江⼾川区 社会福祉法⼈ 春和会
15909 江⼾川区 株式会社桧家住宅江⼾川展⽰場
15910 江⼾川区 株式会社ＺＥＴＴ
15911 江⼾川区 株式会社岩崎興業
15912 江⼾川区 株式会社⻄村書店
15913 江⼾川区 株式会社タムラ
15914 江⼾川区 ⼩林建設株式会社東東京営業所
15915 江⼾川区 株式会社江東彫刻
15916 江⼾川区 株式会社京葉⾃動⾞ガラス
15917 江⼾川区 国際事務機株式会社
15918 江⼾川区 有限会社鈴⽊製作所
15919 江⼾川区 東京スマイル農業協同組合経済課
15920 江⼾川区 ⾠⺒⼯業株式会社本社
15921 江⼾川区 株式会社常磐⼯業
15922 江⼾川区 ジャンボ株式会社営業本部
15923 江⼾川区 セキテイ
15924 江⼾川区 オフガレージ株式会社



15925 江⼾川区 株式会社昇建
15926 江⼾川区 有限会社マルコ⾷品
15927 江⼾川区 初穂商事株式会社東京営業所
15928 江⼾川区 医療法⼈社団桐和会東京地区在宅医療事業部
15929 江⼾川区 計電⼯業株式会社
15930 江⼾川区 ボンドエンジニアリング株式会社
15931 江⼾川区 宗教法⼈ ⻄光寺聖明幼稚園
15932 江⼾川区 グロリー防⽔⼯業株式会社
15933 江⼾川区 医療法⼈社団 城東桐和会東京さくら病院
15934 江⼾川区 株式会社⼀条⼯務店東京東部営業所
15935 江⼾川区 株式会社アクト
15936 江⼾川区 株式会社叶⼯業
15937 江⼾川区 株式会社ティー・シーエススリー
15938 江⼾川区 （株）共英
15939 江⼾川区 杉の⼦育英幼稚園
15940 江⼾川区 株式会社ツクイ江⼾川宇喜⽥
15941 江⼾川区 ⿊井産業株式会社⻄橋⾃動⾞教習所
15942 江⼾川区 株式会社 公器産業
15943 江⼾川区 和⽥精密⻭研株式会社東京営業所
15944 江⼾川区 齋藤鋲螺（株）
15945 江⼾川区 佐々⽊⼟⽊（株）
15946 江⼾川区 （株）⼭岡産業
15947 江⼾川区 三六商事（株）
15948 江⼾川区 ㈱島興業
15949 江⼾川区 （株）新建設
15950 江⼾川区 （有）渡辺商店
15951 江⼾川区 株式会社⽩⼦
15952 江⼾川区 株式会社エムズフロンティアRINKAI OFFICE
15953 江⼾川区 （株）レムコ
15954 江⼾川区 ⽵本機械⼯業（株）
15955 江⼾川区 （株）三井住友銀⾏ ⻄⽀店
15956 江⼾川区 （株）⽇本サービスセンタ平安祭典 江⼾川⽀社
15957 江⼾川区 ⽉島⾷品⼯業（株）
15958 江⼾川区 ⽇産東京⾃動⾞販売（株）江⼾川店
15959 江⼾川区 株式会社アートフリーク
15960 江⼾川区 （株）ワースワイル
15961 江⼾川区 ⽇本ロール製造（株）
15962 江⼾川区 東京テクニカルサービス（株）
15963 江⼾川区 （株）朝⽇機器エンジニアリング東京⽀店
15964 江⼾川区 瑞江興業株式会社
15965 江⼾川区 （株）アクティオ東京営業所
15966 江⼾川区 （株）⻄村⾷品
15967 江⼾川区 株式会社クリシマ 東京⽀店



15968 江⼾川区 （株）モロカワ
15969 江⼾川区 ⼤⾼酵素（株）
15970 江⼾川区 学校法⼈ ⻲井学園清新めぐみ幼稚園
15971 江⼾川区 綜合警備保障株式会社中央⽀社 葛⻄営業所
15972 江⼾川区 株式会社 ラインテック
15973 江⼾川区 シティロード株式会社東営業所
15974 江⼾川区 ⼋千代株式会社
15975 江⼾川区 丸泰⼟⽊（株）
15976 江⼾川区 （株）⼤江⼾⾷品
15977 江⼾川区 ㈱ほづみ
15978 江⼾川区 (有)北翔
15979 江⼾川区 鈴⽊⾃⼯（株）
15980 江⼾川区 ⼀建設株式会社⻄営業所
15981 江⼾川区 ⼤藤興業（株）
15982 江⼾川区 あいおいニッセイ同和損害調査(株)江⼾川調査グループ
15983 江⼾川区 （株）柳屋
15984 江⼾川区 宮⽥エンジニアリング（株）
15985 江⼾川区 学校法⼈ｱｾﾞﾘｰ学園江⼾川幼稚園
15986 江⼾川区 セントラル警備保障（株）東京警送事業部
15987 江⼾川区 デイサービスセンターなごやか⻄
15988 江⼾川区 ⻄⼭電気産業（株）
15989 江⼾川区 （株）ヤマシン商事
15990 江⼾川区 （株）レント江⼾川営業所
15991 江⼾川区 （有）佐浩運材
15992 江⼾川区 東京消防庁⻄消防署
15993 江⼾川区 精興⼯業（株）
15994 江⼾川区 東京⽇野⾃動⾞㈱江⼾川⽀店
15995 江⼾川区 東京スポーツ・レクリエーション専⾨学校
15996 江⼾川区 （株）村岡組
15997 江⼾川区 東横イン東⻄線⻄⻄
15998 江⼾川区 株式会社 ホクト
15999 江⼾川区 アサヒ設備⼯業㈱
16000 江⼾川区 ㈱⻄野医科器械
16001 江⼾川区 三井住建道路㈱関東⽀店東京営業所
16002 江⼾川区 アルフレッサヘルスケア株式会社
16003 江⼾川区 東京スマイル農業協同組合新葛⻄⽀店
16004 江⼾川区 セントラルウェルネスクラブ株式会社
16005 江⼾川区 名鉄運輸㈱東京⽀社
16006 江⼾川区 株式会社 細⽥組
16007 江⼾川区 スターツＣＡＭ（株）
16008 江⼾川区 ㈱ＬＩＸＩＬ東京⽀社東京城東⽀店
16009 江⼾川区 株式会社ヤナセ江⼾川⽀店
16010 江⼾川区 （有）宏陽



16011 江⼾川区 （株）クラシアン 江⼾川⽀社
16012 江⼾川区 湯島興業（株）
16013 江⼾川区 有限会社東京プランニング
16014 江⼾川区 ㈱昭和
16015 江⼾川区 株式会社クオリティー
16016 江⼾川区 ⼭⼀興産㈱
16017 江⼾川区 株式会社ロジクエスト
16018 江⼾川区 ㈱エム・アール・シー
16019 江⼾川区 共⽴重機（有）
16020 江⼾川区 エスケー化研株式会社城東営業所
16021 江⼾川区 ㈱渡辺商店
16022 江⼾川区 株式会社オープンハウス⻄葛⻄営業センター
16023 江⼾川区 グリコチャネルクリエイト株式会江⼾川販売センター
16024 江⼾川区 ユアースポーツクラブ船堀
16025 江⼾川区 共栄機⼯（株）
16026 江⼾川区 ⾸都⾼電気メンテナンス（株）葛⻄補修基地
16027 江⼾川区 ケイアイスター不動産株式会社KIS⼾建分譲事業部⻄葛⻄建設課
16028 江⼾川区 （株）⽇本サービスセンターあっぷる江⼾川店
16029 江⼾川区 ㈱千葉興業銀⾏⻄⻄⽀店
16030 江⼾川区 ㈱⼤豊⼟⽊
16031 江⼾川区 世紀東急⼯業（株）妙⾒島混合所
16032 江⼾川区 ㈱スミダパッケージ
16033 江⼾川区 トーガシエンジニアリング株式会社
16034 江⼾川区 アイアイ総合警備保障㈱
16035 江⼾川区 （株）嶋⽥組
16036 江⼾川区 シグノード株式会社東京システムセンター
16037 江⼾川区 上信重機⼯業（株）
16038 江⼾川区 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社
16039 江⼾川区 学校法⼈アゼリー学園なぎさ幼稚園
16040 江⼾川区 （有）酒井興業
16041 江⼾川区 ⼀般社団法⼈ 江⼾川区医師会医療検査センター
16042 江⼾川区 株式会社 サニクリーン東京中央営業所
16043 江⼾川区 （株）ウェルサプライ江⼾川⽣花室
16044 江⼾川区 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス江⼾川
16045 江⼾川区 昭産建設株式会社
16046 江⼾川区 前⽥道路㈱東京営業所
16047 江⼾川区 ロジスネクスト東京株式会社
16048 江⼾川区 ⽇本郵便株式会社葛⻄郵便局
16049 江⼾川区 株式会社 浅善鉄⼯所
16050 江⼾川区 ㈱⽇本オフィスオートメーション
16051 江⼾川区 守⾕輸送機⼯業株式会社京葉事務所
16052 江⼾川区 ホンダカーズ東京葛⻄店
16053 江⼾川区 （株）ニチベイパーツ



16054 江⼾川区 あいおいニッセイ同和損害保険（株）東京東⽀店江⼾川⽀社
16055 江⼾川区 （株）ホーワ
16056 江⼾川区 ⻄臨海⽔族園
16057 江⼾川区 （株）ホンダカーズ東京葛⻄橋通り店
16058 江⼾川区 （有）三⽥興基
16059 江⼾川区 スターツピタットハウス（株）⻄店
16060 江⼾川区 （株）草間ガス圧接⼯業
16061 江⼾川区 株式会社⼤塚商会
16062 江⼾川区 ㈱伸幸
16063 江⼾川区 ㈱オーティエス 堀江センター
16064 江⼾川区 東洋産業（株）
16065 江⼾川区 東京ガスライフバルE-Do株式会社江⼾川営業所
16066 江⼾川区 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱WEX東京営業所
16067 江⼾川区 警視庁⻄警察署
16068 江⼾川区 ⽥中産業㈱東京⽀店
16069 江⼾川区 東都⽣活協同組合江⼾川センター
16070 江⼾川区 ㈱オーティエス
16071 江⼾川区 新井電機商会（有）
16072 江⼾川区 宇喜⽥幼稚園
16073 江⼾川区 （株）藤⾕電設⼯業
16074 江⼾川区 学校法⼈ ⻲井学園江⼾川めぐみ幼稚園
16075 江⼾川区 （有）釣房商店
16076 江⼾川区 Ｈ．Ｉ．Ｓホテルホールディングス株式会社
16077 江⼾川区 （有）和
16078 江⼾川区 愛知時計電機㈱千葉営業所
16079 江⼾川区 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀⾏⻄葛⻄⽀店
16080 江⼾川区 株式会社ナカノ商会
16081 江⼾川区 ミサワリフォーム株式会社
16082 江⼾川区 ㈱群⾺銀⾏ ⻄⽀店
16083 江⼾川区 ⼤林道路㈱東京第⼆営業所
16084 江⼾川区 （有）イシダ商運
16085 江⼾川区 三幸総業（株）
16086 江⼾川区 (株)きらぼし銀⾏ 葛⻄⽀店
16087 江⼾川区 拓⽔⼯業（株）
16088 江⼾川区 （株）キャプテンインダストリーズ
16089 江⼾川区 株式会社ジェイコム東京江⼾川局
16090 江⼾川区 スターツホーム（株）
16091 江⼾川区 ㈱若⽉商店
16092 江⼾川区 ミノシマ㈱⻄営業所
16093 江⼾川区 ㈱りそな銀⾏ ⻄⻄⽀店
16094 江⼾川区 株式会社 あじかん東京営業所
16095 江⼾川区 （有）ミヤザキ
16096 江⼾川区 スターツピタットハウス（株）⻄⻄店



16097 江⼾川区 三洋環境株式会社
16098 江⼾川区 永和産業株式会社
16099 江⼾川区 ㈱コマキ
16100 江⼾川区 太平紙業（株）
16101 江⼾川区 （有）⼟澤建材
16102 江⼾川区 (株)⾶和興業
16103 江⼾川区 アドレス通商㈱
16104 江⼾川区 （株）オリジン
16105 江⼾川区 世紀東急⼯業（株）東京東営業所
16106 江⼾川区 ドミノ・ピザ ⻄店
16107 江⼾川区 デンタルサポート㈱⻄葛⻄事業所
16108 江⼾川区 （有）名越興業
16109 江⼾川区 聖いずみ幼稚園
16110 江⼾川区 ㈱システムリバース
16111 江⼾川区 株式会社ユー・エス・エス
16112 江⼾川区 （株）ダスキン⻄⽀店
16113 江⼾川区 アースサポート江⼾川
16114 江⼾川区 やまびこジャパン株式会社
16115 江⼾川区 株式会社 塩⽥建設
16116 江⼾川区 株式会社ナカエイ電⼯
16117 江⼾川区 ㈱プリコ
16118 江⼾川区 東京健康ランドまねきの湯
16119 江⼾川区 スターツピタットハウス（株）船堀店
16120 江⼾川区 ㈱イゾイ
16121 江⼾川区 ㈱カシワバラコーポレーション東京東店
16122 江⼾川区 （有）保⼾⽥総業
16123 江⼾川区 ㈱い和多葛⻄店
16124 江⼾川区 株式会社マルソ江⼾川営業所
16125 江⼾川区 社会福祉法⼈東京栄和会なぎさ和楽苑
16126 江⼾川区 株式会社コスモエンジニアリング
16127 江⼾川区 ⽇産東京販売㈱⻄店
16128 江⼾川区 ㈱カシワバラ・コーポレーション
16129 江⼾川区 江⼾川区葛⻄清掃事務所
16130 江⼾川区 株式会社 ⽯澤塗装
16131 江⼾川区 ブリジストンタイヤサービス東⽇本㈱タイヤサービス葛⻄店
16132 江⼾川区 株式会社 林間
16133 江⼾川区 三洋商事株式会社
16134 江⼾川区 株式会社セリオ 東京東営業所
16135 江⼾川区 社会福祉法⼈江⼾川豊⽣会みどりの郷福楽園
16136 江⼾川区 株式会社三井住友銀⾏⻄葛⻄⽀店
16137 江⼾川区 株式会ＮＩＰＰＯ 東京東営業所
16138 江⼾川区 （株）佐藤渡辺 東京営業所
16139 江⼾川区 ＴＯＴＯ（株）東東京営業所



16140 江⼾川区 学校法⼈滋慶学園東京医薬看護専⾨学校
16141 江⼾川区 堀⼝興業有限会社
16142 江⼾川区 東京洗管⼯業株式会社
16143 江⼾川区 丸東商事（有）
16144 江⼾川区 東京ベルエポック美容専⾨学校
16145 江⼾川区 株式会社千葉銀⾏ 葛⻄⽀店
16146 江⼾川区 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Ｃａｒ葛⻄店
16147 江⼾川区 （株）菅原組
16148 江⼾川区 株式会社⻑島⼯務店
16149 江⼾川区 株式会社 純光社
16150 江⼾川区 （株）シンコーハイウェイサービス⻄営業所
16151 江⼾川区 スターツ証券㈱
16152 江⼾川区 有限会社アサヒ興業
16153 江⼾川区 信濃運輸株式会社
16154 江⼾川区 トヨタモビリティ東京（株）⻄⻄店
16155 江⼾川区 トヨタモビリティ東京（株）葛⻄店
16156 江⼾川区 株式会社ケー・ティー・シー
16157 江⼾川区 ㈱エフ・ビー・エム パナソニックエイジフリーショップ葛⻄
16158 江⼾川区 東京都下⽔道局⻄⽔再⽣センター
16159 江⼾川区 ⼤和ライフウィズ㈱
16160 江⼾川区 ネッツトヨタ東都（株）船堀店
16161 江⼾川区 武蔵野⼯業株式会社
16162 江⼾川区 藤本リース（株）
16163 江⼾川区 （株）寺島組
16164 江⼾川区 株式会社関東マツダ
16165 江⼾川区 東京レンタル株式会社江⼾川営業所
16166 江⼾川区 東京都下⽔道サービス株式会社葛⻄保全事務所
16167 江⼾川区 （株）アテナ
16168 江⼾川区 株式会社アルティア
16169 江⼾川区 東京福祉専⾨学校
16170 江⼾川区 セキデンエンジニアリング（株）
16171 江⼾川区 新⽣⾷品株式会社
16172 江⼾川区 ジケイ・スペース㈱
16173 江⼾川区 （株）東京フラワーマーケット
16174 江⼾川区 （株）東和
16175 江⼾川区 株式会社ゴーイングウェル
16176 江⼾川区 （株）⽵中庭園緑化
16177 江⼾川区 （株）⽇成ストマックトーキョー
16178 江⼾川区 ⼩松ウォ―ル⼯業（株）東⽇本統括課
16179 江⼾川区 東洋⾔語学院
16180 江⼾川区 (株)ヨコハマタイヤジャパン東京カンパニー葛⻄営業所
16181 江⼾川区 東京メディカル・スポーツ専⾨学校
16182 江⼾川区 フランスベッド株式会社メディカル江⼾川営業所



16183 江⼾川区 ダイハツ東京販売株式会社瑞江店
16184 江⼾川区 （有）⾺庭商会
16185 江⼾川区 桐井電設⼯業（株）
16186 江⼾川区 ㈱空調保全⼯業
16187 江⼾川区 ジャパンエアマット㈱東京⽀店
16188 江⼾川区 アース開発（株）
16189 江⼾川区 株式会社オリバー東京本社
16190 江⼾川区 （株）モトーレントーマツＭＩＮＩ江⼾川
16191 江⼾川区 メディカル・ケア・プランニング㈱ケアセンターつどい
16192 江⼾川区 ㈱セイワ
16193 江⼾川区 株式会社ミニミニ城東
16194 江⼾川区 株式会社 プレミアアシスト
16195 江⼾川区 ⻄建設株式会社
16196 江⼾川区 ㈱東松建設
16197 江⼾川区 有限会社⼩⽥原建設
16198 江⼾川区 株式会社 加地テック
16199 江⼾川区 株式会社グラウテック
16200 江⼾川区 トラスト・ワン株式会社
16201 江⼾川区 (株)ヨコハマタイヤジャパン
16202 江⼾川区 有限会社 茂⼭⼯務店
16203 江⼾川区 株式会社 ﾐｺﾑ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽｰﾘｰﾙ
16204 江⼾川区 昭栄重設 有限会社 本社
16205 江⼾川区 浅井⼯業株式会社
16206 江⼾川区 松⽵⾐裳株式会社
16207 江⼾川区 名鉄運輸（株）東京⽀社
16208 江⼾川区 ムラタ産業株式会社
16209 江⼾川区 株式会社 ダイキアクシス
16210 江⼾川区 株式会社 コスモフラワー
16211 江⼾川区 有限会社孝匠技建
16212 江⼾川区 株式会社 H＆R 本社営業所
16213 江⼾川区 株式会社 ⾦井興業
16214 江⼾川区 株式会社 カナクボ
16215 江⼾川区 ⽵本機械⼯業株式会社
16216 江⼾川区 株式会社 NAVIO
16217 江⼾川区 エコロシティ株式会社オペレーションセンター
16218 江⼾川区 株式会社 ティーエム
16219 江⼾川区 有限会社 江⼾川重⼯
16220 江⼾川区 有限会社 雅⼯業
16221 江⼾川区 株式会社 Wガーデン
16222 江⼾川区 メインマーク株式会社東京本社
16223 江⼾川区 株式会社 三井住友銀⾏葛⻄法⼈営業部
16224 江⼾川区 株式会社細⽥組船堀事務所
16225 江⼾川区 ⼟屋興業 株式会社



16226 江⼾川区 株式会社 カネタ商会
16227 江⼾川区 有限会社 森徳⼯務店
16228 江⼾川区 ジープ江⼾川
16229 江⼾川区 陽光産業株式会社
16230 江⼾川区 株式会社BRASUTO
16231 江⼾川区 彌⽣ヂーゼル⼯業株式会社葛⻄⼯場
16232 江⼾川区 新清重量産業 株式会社
16233 江⼾川区 UIA International 株式会社
16234 江⼾川区 株式会社 リアライズ
16235 江⼾川区 株式会社 ⽥⼭⼯業
16236 江⼾川区 アサヒサンクリーン株式会社在宅介護センター江⼾川
16237 江⼾川区 株式会社 マルエイ商事
16238 江⼾川区 有限会社 E＆E
16239 江⼾川区 株式会社 ユナイテッド
16240 江⼾川区 株式会社 アクティオ⻄葛⻄レンタカー出張所
16241 江⼾川区 バクスター株式会社腹膜透析事業部 東京1営業部
16242 江⼾川区 ⼭庄建設株式会社
16243 江⼾川区 有限会社 丸福興業
16244 江⼾川区 ⽇本郵便株式会社 ⼩岩郵便局
16245 江⼾川区 ⼩岩消防署
16246 江⼾川区 ㈲福新⼯業
16247 江⼾川区 本多酸素㈱
16248 江⼾川区 株式会社 江添
16249 江⼾川区 ㈱京葉興業
16250 江⼾川区 ⼩岩警察署
16251 江⼾川区 （株）京葉興業本⼀⾊事務所
16252 江⼾川区 BXゆとりフォーム株式会社江⼾川店
16253 江⼾川区 丸和⼟⽊株式会社
16254 江⼾川区 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Car江⼾川店
16255 江⼾川区 医療法⼈三和会
16256 江⼾川区 ㈲福沢組
16257 江⼾川区 ㈲福⽥川商店
16258 江⼾川区 サツマ巧芸㈱
16259 江⼾川区 ⼩岩⼯業㈱
16260 江⼾川区 ㈱東京花壇
16261 江⼾川区 （株）志熊商店東京出張所
16262 江⼾川区 村上電設㈲
16263 江⼾川区 丸⾠⼯業株式会社
16264 江⼾川区 ㈱⼭⼝シネマ
16265 江⼾川区 東京スマイル農業協同組合⿅⾻⽀店
16266 江⼾川区 ㈱三菱ＵＦＪ銀⾏⼩岩⽀店
16267 江⼾川区 ステラ㈱⼩岩⽀店
16268 江⼾川区 株式会社 トップ



16269 江⼾川区 太⽥商店
16270 江⼾川区 張替鉄筋⼯業株式会社
16271 江⼾川区 株式会社セゾン
16272 江⼾川区 トヨタモビリティ東京株式会社北⼩岩店
16273 江⼾川区 東紅流通センター（株）江⼾川営業所
16274 江⼾川区 株式会社 伊藤園
16275 江⼾川区 ＫＴ産業株式会社
16276 江⼾川区 株式会社ボックス・ワン
16277 江⼾川区 株式会社髙野⼯業所
16278 江⼾川区 社会福祉法⼈厚⽣会特別養護⽼⼈ホーム⼩岩ホーム
16279 江⼾川区 株式会社ユニバーサル園芸社
16280 江⼾川区 ⽇本道路株式会社城東営業所
16281 江⼾川区 星⾒建設㈱
16282 江⼾川区 ツバキ⾃動⾞販売株式会社
16283 江⼾川区 ㈱⼤達⼟⽊
16284 江⼾川区 ㈱イケハタ
16285 江⼾川区 ㈱⼒開発
16286 江⼾川区 株式会社コスモ管理
16287 江⼾川区 （株）伸光住建
16288 江⼾川区 ⼩島電機⼯業株式会社江⼾川営業所
16289 江⼾川区 株式会社 ⼤⽯建設
16290 江⼾川区 株式会社かいじコンストラクション
16291 江⼾川区 ㈱⾬宮商店
16292 江⼾川区 通設テレコム株式会社
16293 江⼾川区 医療法⼈社団ゆい
16294 江⼾川区 ㈱芳賀⼯業
16295 江⼾川区 有限会社 藤⽥興業
16296 江⼾川区 ㈱コイワ
16297 江⼾川区 株式会社アイジック
16298 江⼾川区 ⼤樹⽣命株式会社⼩岩営業部
16299 江⼾川区 (有)たかはし丸
16300 江⼾川区 株式会社 冨⽥鋼装
16301 江⼾川区 ⾕⼝建設㈱
16302 江⼾川区 株式会社 関東ガスサービス
16303 江⼾川区 ㈱ツチヤ⼯業
16304 江⼾川区 ⽇本酸⽔素㈱
16305 江⼾川区 株式会社 LINE REFORM SUPPORT
16306 江⼾川区 社会福祉法⼈協和会
16307 江⼾川区 ㈲クロダ
16308 江⼾川区 ⾼橋物産㈱
16309 江⼾川区 江⼾川陶器製造株式会社
16310 江⼾川区 株式会社 ムームJapan
16311 江⼾川区 ㈱東京葬祭



16312 江⼾川区 住友⽣命保険相互会社江東臨海⽀所 北⼩岩⽀部
16313 江⼾川区 ⼆興建設㈱
16314 江⼾川区 株式会社 リバティホーム
16315 江⼾川区 （株）インテリアスペース・ゼロ
16316 江⼾川区 ネッツトヨタ東都㈱⼩岩店
16317 江⼾川区 株式会社 サンプラン
16318 江⼾川区 中川インテリア㈱
16319 江⼾川区 株式会社 ⼋海樹園
16320 江⼾川区 STY株式会社
16321 江⼾川区 有限会社 サクマテクノ
16322 江⼾川区 有限会社 ⼭本商店
16323 江⼾川区 ㈱⾼浜⽣コン
16324 江⼾川区 （有）星川⼟⽊興業
16325 江⼾川区 株式会社 ゼロプロジェクト
16326 江⼾川区 花⽥コーポレーション有限会社
16327 江⼾川区 税所技建株式会社
16328 江⼾川区 坂本⾃動⾞㈱
16329 江⼾川区 株式会社 協栄 スポーツ⽂化部江⼾川河川敷グラウンド
16330 江⼾川区 ㈱スギモト
16331 江⼾川区 株式会社 ハローホーム
16332 江⼾川区 株式会社 ⽥中⼯務店
16333 江⼾川区 江⼾川区⼩岩清掃事務所
16334 江⼾川区 （株）江東微⽣物研究所東京⽀所
16335 江⼾川区 ㈱サタケ城東店
16336 江⼾川区 株式会社 アベヒロ⼯務店
16337 江⼾川区 ㈱トーセツ
16338 江⼾川区 こじか幼稚園
16339 江⼾川区 株式会社 ポイント
16340 江⼾川区 松本幼稚園
16341 江⼾川区 ㈱藤信建設
16342 江⼾川区 早川建設㈱
16343 江⼾川区 ㈱⼭本商店
16344 江⼾川区 ㈲⼩川オートサービス
16345 江⼾川区 ㈱ニューオークラ
16346 江⼾川区 ㈱共栄商事
16347 江⼾川区 ⼤成塗装㈱
16348 江⼾川区 スミダ防災㈱
16349 江⼾川区 ㈲佐藤⾃動⾞⼯業所
16350 江⼾川区 ㈱⽇建
16351 江⼾川区 ㈲瀬尾造園⼟⽊
16352 江⼾川区 ㈱江⼾川中井材⽊店
16353 江⼾川区 ⽇産プリンス東京販売㈱江⼾川中央店
16354 江⼾川区 ㈱細川技建



16355 江⼾川区 江⼾川電気⼯業株
16356 江⼾川区 タツミ⼯業㈱
16357 江⼾川区 株式会社関東マツダ⼩岩店
16358 江⼾川区 ㈲三共設備
16359 江⼾川区 浅間幼稚園
16360 江⼾川区 上⼀⾊幼稚園
16361 江⼾川区 ㈱タカノスマイル
16362 江⼾川区 ㈱⽇本⽔泳館
16363 江⼾川区 ㈲三恵設備
16364 江⼾川区 東京給紙機㈱
16365 江⼾川区 押上第⼆幼稚園
16366 江⼾川区 江⼾川双葉幼稚園
16367 江⼾川区 ㈱志村組
16368 江⼾川区 ⽇産東京販売㈱⼩岩店
16369 江⼾川区 ㈱境組
16370 江⼾川区 ㈱瀬川興業
16371 江⼾川区 會⽥商店
16372 江⼾川区 ㈱本間美装
16373 江⼾川区 ㈲やすき建業
16374 江⼾川区 ㈱トウザキ
16375 江⼾川区 （株）メディカル・フロンティア
16376 江⼾川区 三峯⼯業㈱
16377 江⼾川区 東京ホンダ㈱ホンダカーズ東京⼩岩店
16378 江⼾川区 ⽩⼗字株式会社城東営業所
16379 江⼾川区 有限会社 シマダ
16380 江⼾川区 株式会社藤井製作所
16381 江⼾川区 有限会社 中央建設機⼯
16382 江⼾川区 総合警備保障株式会社⼩岩営業所
16383 江⼾川区 有限会社セキグチデベロップメント
16384 江⼾川区 株式会社イッシ⼯業
16385 江⼾川区 有限会社 彩装
16386 江⼾川区 （有）川⼿設備
16387 江⼾川区 （株）ヤマシタ江⼾川営業所
16388 江⼾川区 江⼾川病院
16389 江⼾川区 （株）レンタルのニッケン江⼾川営業所
16390 江⼾川区 ⿅島道路株式会社東京第⼀営業所
16391 江⼾川区 株式会社 浅⾒製作所
16392 江⼾川区 根岸建設株式会社
16393 ⼋王⼦市 警視庁（他5） 
16399 ⼋王⼦市 セーフティドライブ・サービス⼋王⼦営業所
16400 ⼋王⼦市 (有)新⽣サービス
16401 ⼋王⼦市 バーク運転代⾏
16402 ⼋王⼦市 ＯＫ代⾏



16403 ⼋王⼦市 株式会社アップル運転代⾏
16404 ⼋王⼦市 アイサービス
16405 ⼋王⼦市 コスモ代⾏
16406 ⼋王⼦市 株式会社ポラリス
16407 ⼋王⼦市 アット代⾏
16408 ⼋王⼦市 ＳＨＩＭＯ代⾏
16409 ⼋王⼦市 株式会社Psトランスポート
16410 ⼋王⼦市 多⽥製粉株式会社
16411 ⼋王⼦市 株式会社コイズミ
16412 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市役所
16413 ⼋王⼦市 有限会社⼀和建設
16414 ⼋王⼦市 株式会社カーライフ ハギワラ
16415 ⼋王⼦市 株式会社 ⽥中建設
16416 ⼋王⼦市 ＳＯＭＰＯケア⼋王⼦台町 訪問介護
16417 ⼋王⼦市 株式会社ファーストフーズ
16418 ⼋王⼦市 株式会社 ⼩笠原
16419 ⼋王⼦市 トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社
16420 ⼋王⼦市 ホーチキ株式会社 ⻄関東⽀社
16421 ⼋王⼦市 株式会社トーネン
16422 ⼋王⼦市 東京消防庁 ⼋王⼦消防署
16423 ⼋王⼦市 株式会社バイタルネット⼋王⼦出張所
16424 ⼋王⼦市 ＪＦＥ建材⼯事株式会社
16425 ⼋王⼦市 東京グラスロン株式会社 ⼋王⼦営業所
16426 ⼋王⼦市 株式会社 関東⽇⽴
16427 ⼋王⼦市 ㈱デンソー東京多摩⽀店
16428 ⼋王⼦市 東京電⼒パワーグリッド株式会社多摩総⽀社 ⼋王⼦南館
16429 ⼋王⼦市 株式会社オリエントコーポレーション 東京管理センター
16430 ⼋王⼦市 メディキット株式会社
16431 ⼋王⼦市 ⿊須建設株式会社
16432 ⼋王⼦市 旭⼯業株式会社
16433 ⼋王⼦市 トヨタモビリティ東京株式会社⼋王⼦いちょう通り店
16434 ⼋王⼦市 東邦薬品株式会社 ⼋王⼦営業所
16435 ⼋王⼦市 東京電⼒パワーグリッド株式会社多摩総⽀社 ⼋王⼦北館
16436 ⼋王⼦市 株式会社関電⼯ ⻄関東営業本部多摩⽀店
16437 ⼋王⼦市 株式会社 ⼋王⼦ゴルフ倶楽部
16438 ⼋王⼦市 東京電⼒パワーグリッド株式会社⼯務部 ⻄部建設センター
16439 ⼋王⼦市 マロウドイン⼋王⼦
16440 ⼋王⼦市 サンワテクノス株式会社
16441 ⼋王⼦市 東京電⼒パワーグリッド株式会社多摩通信ネットワークセンター
16442 ⼋王⼦市 第⼀三共株式会社 東京⽀店多摩営業所
16443 ⼋王⼦市 警視庁⼋王⼦警察署
16444 ⼋王⼦市 ⼋王⼦ケアコミュニティそよ⾵
16445 ⼋王⼦市 東⽇本旅客鉄道株式会社 ⼋王⼦信号通信技術センター



16446 ⼋王⼦市 株式会社 和光インテリア
16447 ⼋王⼦市 キャノンシステムアンドサポート株式会社 ⼋王⼦営業所
16448 ⼋王⼦市 株式会社 ⼤⾕硝⼦店
16449 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈清⼼福祉会
16450 ⼋王⼦市 朝⽇⼟地建物株式会社
16451 ⼋王⼦市 株式会社タツミヤ
16452 ⼋王⼦市 公益財団法⼈東京都都市づくり公社
16453 ⼋王⼦市 株式会社 ⼤博建設
16454 ⼋王⼦市 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏ ⼋王⼦⽀店
16455 ⼋王⼦市 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀⾏⼋王⼦中央⽀店
16456 ⼋王⼦市 株式会社イシダ 多摩営業所
16457 ⼋王⼦市 株式会社福屋不動産販売
16458 ⼋王⼦市 三井住友海上⽕災保険株式会社東京⻄⽀店 ⼋王⼦⽀社
16459 ⼋王⼦市 安藤物産株式会社
16460 ⼋王⼦市 株式会社ファミリーマート ⼋王⼦営業所
16461 ⼋王⼦市 ㈱シンコーハイウェイサービス
16462 ⼋王⼦市 三友建設株式会社
16463 ⼋王⼦市 穂⾼株式会社 ⼋王⼦⼯場
16464 ⼋王⼦市 株式会社ティーシーエス プジョーシトロエン⼋王⼦
16465 ⼋王⼦市 株式会社 富貴堂
16466 ⼋王⼦市 有限会社町⽥商店
16467 ⼋王⼦市 アドバンテック東洋株式会社 ⻄東京営業所
16468 ⼋王⼦市 株式会社ジャパンフォーム
16469 ⼋王⼦市 株式会社 村内ファニチャ−アクセス
16470 ⼋王⼦市 株式会社 振研
16471 ⼋王⼦市 株式会社 エネクルエネクル⼋王⼦
16472 ⼋王⼦市 株式会社 エイト
16473 ⼋王⼦市 株式会社横溝商店
16474 ⼋王⼦市 コスモ⼯業株式会社
16475 ⼋王⼦市 東京電設サービス株式会社 多摩センター
16476 ⼋王⼦市 東京スバル⾃動⾞株式会社 ⼤和⽥店
16477 ⼋王⼦市 株式会社 原島⼯業
16478 ⼋王⼦市 籏野建設株式会社
16479 ⼋王⼦市 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス⼋王⼦
16480 ⼋王⼦市 防衛省⾃衛隊東京地⽅協⼒本部⼋王⼦地域事務所
16481 ⼋王⼦市 酒井薬品株式会社 ⼋王⼦営業所
16482 ⼋王⼦市 株式会社商⼯組合中央⾦庫⼋王⼦⽀店
16483 ⼋王⼦市 株式会社三井住友銀⾏⼋王⼦⽀店
16484 ⼋王⼦市 ⼋王⼦⼯材株式会社
16485 ⼋王⼦市 株式会社三恵建設
16486 ⼋王⼦市 タキゲン製造株式会社⼋王⼦⽀店
16487 ⼋王⼦市 株式会社 ホンダカーズ東京中央⼋王⼦中央店
16488 ⼋王⼦市 株式会社 永井⼯務店



16489 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 明和会 ウエストケアセンター
16490 ⼋王⼦市 有限会社 美⼭建⼯
16491 ⼋王⼦市 ⼀般社団法⼈メンタルさぽーと協会
16492 ⼋王⼦市 株式会社アコス
16493 ⼋王⼦市 共信冷熱株式会社 ⻄東京営業所
16494 ⼋王⼦市 株式会社アマダ ⼋王⼦営業所
16495 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市資源循環部 ⼾吹清掃事業所
16496 ⼋王⼦市 株式会社 池⽥理化 ⼋王⼦⽀店
16497 ⼋王⼦市 株式会社⽩洋舎武蔵野⽀店⼋王⼦営業所
16498 ⼋王⼦市 株式会社りそな銀⾏ ⼋王⼦⽀店
16499 ⼋王⼦市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社⼤和⽥店
16500 ⼋王⼦市 株式会社 フォーラムエンジニアリング
16501 ⼋王⼦市 多摩興産 株式会社
16502 ⼋王⼦市 ⽇野トレーディング株式会社
16503 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ ⼋王⼦市社会福祉協議会 福祉総務課
16504 ⼋王⼦市 ⼀般社団法⼈ ⽇本⾃動⾞連盟東京⽀部 ⼋王⼦基地
16505 ⼋王⼦市 みずほ証券株式会社 ⼋王⼦⽀店
16506 ⼋王⼦市 株式会社ハンスイ 三多摩⽀店
16507 ⼋王⼦市 ⼤和証券株式会社 ⼋王⼦⽀店
16508 ⼋王⼦市 株式会社エリオニクス
16509 ⼋王⼦市 株式会社サン・ライフ
16510 ⼋王⼦市 株式会社 東亜建設
16511 ⼋王⼦市 株式会社 ⼭六
16512 ⼋王⼦市 中⽇本ハイウェイ・パトロール東京株式会社 ⼋王⼦基地
16513 ⼋王⼦市 エルテック株式会社⼋王⼦本社
16514 ⼋王⼦市 ⽇本空調サービス株式会社関東⽀店
16515 ⼋王⼦市 株式会社 町⽥⼯務店
16516 ⼋王⼦市 中⽇本ハイウェイ・メンテナンス中央株式会社 ⼋王⼦事業所
16517 ⼋王⼦市 株式会社 巴商会 多摩営業所
16518 ⼋王⼦市 宮野商⼯株式会社
16519 ⼋王⼦市 コカ・コーラボトラーズジャパン(株) ⼋王⼦セールスセンター
16520 ⼋王⼦市 株式会社イベントサービス⾶⿃
16521 ⼋王⼦市 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング（株）
16522 ⼋王⼦市 株式会社レンタルのニッケン⼋王⼦営業所
16523 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ 東京都⼿をつなぐ育成会 とぶき育成園
16524 ⼋王⼦市 東京鉄⼯株式会社
16525 ⼋王⼦市 東⽇本旅客鉄道㈱ ⼋王⼦⽀社⼋王⼦メンテナンスセンター
16526 ⼋王⼦市 三菱ふそうトラック・バス㈱南関東ふそう⼋王⼦⽀店整備第⼆⼯場
16527 ⼋王⼦市 ⼀光株式会社
16528 ⼋王⼦市 株式会社 五嶋造園
16529 ⼋王⼦市 滝⼭病院
16530 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市 ⽣活安全部 防災課
16531 ⼋王⼦市 株式会社⼭梨中央銀⾏⼋王⼦⽀店



16532 ⼋王⼦市 有限会社渋市商店
16533 ⼋王⼦市 株式会社 ⽇本ハウスＨＤ⼋王⼦営業所
16534 ⼋王⼦市 ⼋王⼦税務署
16535 ⼋王⼦市 東⽇本旅客鉄道株式会社⼋王⼦⽀社 ⼋王⼦保線技術センター
16536 ⼋王⼦市 株式会社ホンダカーズ東京中央Ｕ−Ｓｅｌｅｃｔ⼋王⼦
16537 ⼋王⼦市 ⽇本電計株式会社多摩営業所
16538 ⼋王⼦市 株式会社 きらぼし銀⾏ ⼋王⼦中央⽀店
16539 ⼋王⼦市 ニチイケアセンター⼋王⼦南⼝
16540 ⼋王⼦市 (有)橋本オートサービス
16541 ⼋王⼦市 有限会社 新興⼯業
16542 ⼋王⼦市 有限会社 ヤマシン⼯業
16543 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 永⽣会 クリニックグリーングラス
16544 ⼋王⼦市 ⼤和冷機⼯業株式会社 ⼋王⼦営業所
16545 ⼋王⼦市 有限会社 池野興産
16546 ⼋王⼦市 株式会社ホンダカーズ東京中央北⼋王⼦店
16547 ⼋王⼦市 株式会社ルービック元気サポート築輪２号店
16548 ⼋王⼦市 シャトー電⼦⼯業株式会社
16549 ⼋王⼦市 ⼩池運輸商事株式会社
16550 ⼋王⼦市 株式会社スペースウッド
16551 ⼋王⼦市 コスモトーヨー住器株式会社
16552 ⼋王⼦市 株式会社シンカ東京⼋王⼦事業所
16553 ⼋王⼦市 有限会社 美⼭鉄筋
16554 ⼋王⼦市 株式会社 ウドノ医機
16555 ⼋王⼦市 株式会社 早野組東京⽀店
16556 ⼋王⼦市 株式会社 第⼀資源
16557 ⼋王⼦市 パーソルマーケティング株式会社⼋王⼦オフィス
16558 ⼋王⼦市 株式会社グリーンセクション⻄東京営業所
16559 ⼋王⼦市 株式会社 ヒノデン
16560 ⼋王⼦市 ⽇鉄物産ワイヤ＆ウェルディング株式会社 ⻄東京⽀店
16561 ⼋王⼦市 ソニーコンスーマーセールス株式会社⾸都圏⽀社⾸都圏⻄⽀店
16562 ⼋王⼦市 ⼤東株式会社 ⼋王⼦店
16563 ⼋王⼦市 ジャスコインタナショナル株式会社
16564 ⼋王⼦市 株式会社 泰⽃⼯業
16565 ⼋王⼦市 株式会社ステンレス商事
16566 ⼋王⼦市 株式会社 ファラン
16567 ⼋王⼦市 アース環境サービス株式会社⼋王⼦営業所
16568 ⼋王⼦市 みずほ信託銀⾏株式会社⼋王⼦⽀店
16569 ⼋王⼦市 ⽊村設備株式会社
16570 ⼋王⼦市 有限会社 古宮 農蚕機商会
16571 ⼋王⼦市 株式会社 ⽇本エネルギー
16572 ⼋王⼦市 ジャスコエンジニアリング 株式会社
16573 ⼋王⼦市 三菱電機システムサービス株式会社 ⼋王⼦サービスステーション
16574 ⼋王⼦市 マルヰガス東京株式会社



16575 ⼋王⼦市 博和建機有限会社
16576 ⼋王⼦市 新明電材株式会社 ⼋王⼦営業所
16577 ⼋王⼦市 ⼭五⾦属株式会社
16578 ⼋王⼦市 渡辺パイプ株式会社⼋王⼦サービスセンター
16579 ⼋王⼦市 ⼾吹クリーンセンター
16580 ⼋王⼦市 株式会社⽵中道路 東京⼯場
16581 ⼋王⼦市 株式会社 和⽥商店
16582 ⼋王⼦市 中央電⼦株式会社
16583 ⼋王⼦市 ⻄東京バス株式会社 上川霊園管理事務所
16584 ⼋王⼦市 昱（あきら）株式会社⼋王⼦営業部
16585 ⼋王⼦市 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ⼋王⼦センター
16586 ⼋王⼦市 株式会社ティーシーエス Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ ⼋王⼦東店
16587 ⼋王⼦市 株式会社スズキ⾃販南東京アリーナ⼋王⼦平岡町
16588 ⼋王⼦市 株式会社オンテックス
16589 ⼋王⼦市 オートグラス株式会社⼋王⼦営業所
16590 ⼋王⼦市 株式会社 スーパーアルプス
16591 ⼋王⼦市 株式会社 関東マツダ⼋王⼦平岡店
16592 ⼋王⼦市 明電ファシリティサービス株式会社 ⼋王⼦事業所
16593 ⼋王⼦市 ⼤陽⼯業株式会社 ⼋王⼦事業所
16594 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ 多摩養育園特別養護⽼⼈ホーム椛の⾥
16595 ⼋王⼦市 河原実業株式会社 ⼋王⼦営業所
16596 ⼋王⼦市 花王フィールドマーケティング株式会社
16597 ⼋王⼦市 株式会社ビー・エム・エル ⼋王⼦営業所
16598 ⼋王⼦市 ＪＲ東⽇本ビルテック株式会社⼋王⼦⽀店
16599 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市農協 加住⽀店
16600 ⼋王⼦市 ケーオーデンタル株式会社⼋王⼦営業所
16601 ⼋王⼦市 株式会社 エネサンス関東⼋王⼦営業所
16602 ⼋王⼦市 株式会社ジャパンクリニカルサービス ⼋王⼦業務センター
16603 ⼋王⼦市 セントラルフィットネスクラブ⼋王⼦店
16604 ⼋王⼦市 ニッタン株式会社 ⼋王⼦⽀店
16605 ⼋王⼦市 株式会社富⼠繁⼋王⼦⼯場
16606 ⼋王⼦市 株式会社 Ｇ＆Ｌマート
16607 ⼋王⼦市 ⽣活協同組合パルシステム東京⼋王⼦センター
16608 ⼋王⼦市 フィールズ株式会社 ⻄東京⽀店
16609 ⼋王⼦市 株式会社タニックス 多摩営業所
16610 ⼋王⼦市 株式会社みずほ銀⾏⼋王⼦法⼈部
16611 ⼋王⼦市 株式会社アウトソーシング⼋王⼦営業所
16612 ⼋王⼦市 株式会社 アザップ
16613 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市道路交通部補修センター
16614 ⼋王⼦市 株式会社廣川興業
16615 ⼋王⼦市 株式会社 王⼦建興
16616 ⼋王⼦市 株式会社ヒューマンアイ
16617 ⼋王⼦市 フランスベッド株式会社メディカル⼋王⼦営業所



16618 ⼋王⼦市 株式会社⼋⼗⼆銀⾏ ⼋王⼦⽀店
16619 ⼋王⼦市 三菱ふそうトラック・バス㈱南関東ふそう ⼋王⼦⽀店
16620 ⼋王⼦市 株式会社 オガワ
16621 ⼋王⼦市 ⽇本ヒューレット・パッカード合同会社
16622 ⼋王⼦市 フジタ・⼤和ハウス⼯業特定建設⼯事共同企業体 ⼋王⼦川⼝造成
16623 ⼋王⼦市 株式会社 東京精密
16624 ⼋王⼦市 株式会社 仲野電機製作所
16625 ⼋王⼦市 丸井産業株式会社 ⼋王⼦営業所
16626 ⼋王⼦市 株式会社 ⽊村⼯業
16627 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈もくば会ディサービスＴＲＹ
16628 ⼋王⼦市 ⼋王⼦商⼯会議所
16629 ⼋王⼦市 ブリヂストンタイヤサービス東⽇本（株）タイヤサービス滝⼭
16630 ⼋王⼦市 ⽇産東京販売株式会社 ⼋王⼦店
16631 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 東京愛成会⾼⽉病院
16632 ⼋王⼦市 環境保全株式会社
16633 ⼋王⼦市 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 ⼋王⼦営業所
16634 ⼋王⼦市 ⽇本たばこ産業株式会社 ⼋王⼦⽀店
16635 ⼋王⼦市 株式会社 Ｂuysell Technolgies⻄東京センター
16636 ⼋王⼦市 ⽇本オーチス・エレベータ株式会社 ⾸都圏⽀店 ⻄東京営業所
16637 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ ⼋王⼦市社会福祉協議会 学童保育課
16638 ⼋王⼦市 プライムケア東京株式会社 東京⽀店
16639 ⼋王⼦市 重光建設株式会社
16640 ⼋王⼦市 いすゞ⾃動⾞⾸都圏株式会社⼋王⼦⽀店
16641 ⼋王⼦市 住宅情報館株式会社 ⼋王⼦店
16642 ⼋王⼦市 フクダライフテック東京⻄株式会社
16643 ⼋王⼦市 中⽇本⾼速道路株式会社 ⼋王⼦⽀社
16644 ⼋王⼦市 野⽊軌道株式会社⼋王⼦出張所
16645 ⼋王⼦市 株式会社 国分⼯務店
16646 ⼋王⼦市 コニカミノルタ株式会社
16647 ⼋王⼦市 国⼟交通省 関東地⽅整備局相武国道事務所
16648 ⼋王⼦市 双葉産業株式会社
16649 ⼋王⼦市 株式会社かんぽ⽣命保険 ⼋王⼦⽀店
16650 ⼋王⼦市 リコージャパン株式会社
16651 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市ごみ総合相談センター
16652 ⼋王⼦市 シルバービレッジ⼋王⼦
16653 ⼋王⼦市 野村證券株式会社 ⼋王⼦⽀店
16654 ⼋王⼦市 株式会社  なか安
16655 ⼋王⼦市 株式会社末広電設
16656 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈多摩養育園 養護⽼⼈ホーム楢の⾥
16657 ⼋王⼦市 豊徳開発株式会社
16658 ⼋王⼦市 株式会社 ⻑寿の森⼋王⼦同友会・⻑寿の森
16659 ⼋王⼦市 関東⽂化開発株式会社ＧＭＧ⼋王⼦ゴルフ場
16660 ⼋王⼦市 株式会社アクティオ ⼋王⼦営業所



16661 ⼋王⼦市 有限会社 ウエストバレー
16662 ⼋王⼦市 ⻄都ヤクルト販売株式会社
16663 ⼋王⼦市 有限会社 中薗建材⼟⽊
16664 ⼋王⼦市 雪印ビーンスターク株式会社 東⽇本統括⽀店
16665 ⼋王⼦市 株式会社ハウスメイトワークス⼋王⼦ベース
16666 ⼋王⼦市 有限会社 協和電設
16667 ⼋王⼦市 株式会社ＪＶＣケンウッド⼋王⼦事業所
16668 ⼋王⼦市 株式会社住居時間(スマイルタイム)⼋王⼦⽀店
16669 ⼋王⼦市 株式会社 海苑
16670 ⼋王⼦市 花王グループカスタマーマーケティング株式会社
16671 ⼋王⼦市 株式会社 加藤組
16672 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ 親和福祉会
16673 ⼋王⼦市 雪印メグミルク株式会社 ⾸都圏⻄⽀店
16674 ⼋王⼦市 株式会社エスアイエム 多摩営業所
16675 ⼋王⼦市 川上建設株式会社 東京⽀店
16676 ⼋王⼦市 ＮＴＴインフラネット株式会社ＮＴＴ設備本部
16677 ⼋王⼦市 東京都南多摩⻄部建設事務所
16678 ⼋王⼦市 三弘紙業株式会社 ⼋王⼦営業所
16679 ⼋王⼦市 ⽇本コムシス株式会社⻄東京テクノステーション
16680 ⼋王⼦市 東⽇本旅客鉄道株式会社 ⼋王⼦⼟⽊技術センター
16681 ⼋王⼦市 ⼤東建託株式会社 ⼋王⼦⽀店
16682 ⼋王⼦市 東電タウンプランニング株式会社多摩総⽀社
16683 ⼋王⼦市 アビリティーズ・ケアネット株式会社 ⼋王⼦営業所
16684 ⼋王⼦市 三英電設株式会社
16685 ⼋王⼦市 カシオ計算機株式会社 ⼋王⼦技術センター
16686 ⼋王⼦市 （有）慶徳屋 鶯啼庵
16687 ⼋王⼦市 ⽇本分光  株式会社
16688 ⼋王⼦市 綜合警備保障株式会社 南多摩⽀社
16689 ⼋王⼦市 三井住友信託銀⾏株式会社⼋王⼦駅前⽀店
16690 ⼋王⼦市 南関東⽇野⾃動⾞株式会社⼋王⼦⽀店
16691 ⼋王⼦市 株式会社⿃⽻洋⾏ ⼋王⼦営業所
16692 ⼋王⼦市 損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社 ⻄東京⽀店 ⼋王⼦⽀社
16693 ⼋王⼦市 株式会社 武蔵野ゴルフクラブ
16694 ⼋王⼦市 トモ保険サービス有限会社
16695 ⼋王⼦市 アイティーアイ株式会社 東京⻄⽀店
16696 ⼋王⼦市 ユナイト株式会社⼋王⼦営業所
16697 ⼋王⼦市 株式会社 東京セントラルパソロジーラボラトリー
16698 ⼋王⼦市 株式会社 ほづみ
16699 ⼋王⼦市 株式会社 ⼭善 ⻄東京⽀店
16700 ⼋王⼦市 ⽇産緑化株式会社 多摩⽀店
16701 ⼋王⼦市 株式会社みずほ銀⾏ ⼋王⼦⽀店
16702 ⼋王⼦市 株式会社 ジュン企画
16703 ⼋王⼦市 ディーブイエックス株式会社 ⼋王⼦営業所



16704 ⼋王⼦市 ⽇本郵便株式会社 ⼋王⼦郵便局
16705 ⼋王⼦市 株式会社ショウテック
16706 ⼋王⼦市 株式会社相武企業
16707 ⼋王⼦市 株式会社 ダン科学
16708 ⼋王⼦市 株式会社 ハチオウ⼋王⼦営業所
16709 ⼋王⼦市 株式会社 レオパレス２１
16710 ⼋王⼦市 株式会社野⽣動物保護管理事務所本社調査事業部
16711 ⼋王⼦市 中村オートパーツ株式会社
16712 ⼋王⼦市 ティーシートレーディング株式会東京⽀社 ⼋王⼦⽀店
16713 ⼋王⼦市 株式会社 ⼤基
16714 ⼋王⼦市 有限会社 真⼀館 宇津⽊亭
16715 ⼋王⼦市 株式会社フジセイ
16716 ⼋王⼦市 株式会社SMARTあんこーる訪問看護ステーション
16717 ⼋王⼦市 株式会社ファミリーマート 多摩甲信ディストリクト 町⽥営業所
16718 ⼋王⼦市 株式会社⽇野エンジニアリング
16719 ⼋王⼦市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社⼋王⼦マイカーセンター
16720 ⼋王⼦市 京王プラザホテル⼋王⼦（株）京王プラザホテル⼋王⼦多摩事業部
16721 ⼋王⼦市 株式会社ツクイ⼋王⼦営業所
16722 ⼋王⼦市 多摩商事株式会社
16723 ⼋王⼦市 ネッツトヨタ多摩株式会社ダイハツ⼋王⼦楢原店
16724 ⼋王⼦市 社団福祉法⼈萌の会
16725 ⼋王⼦市 新光電業株式会社
16726 ⼋王⼦市 株式会社ミロク情報サービス⼋王⼦⽀社
16727 ⼋王⼦市 株式会社 ⻄建⼯業
16728 ⼋王⼦市 エムズ・プロ株式会社
16729 ⼋王⼦市 株式会社トーカイ 多摩営業所
16730 ⼋王⼦市 エレマテック株式会社⼋王⼦⽀店
16731 ⼋王⼦市 株式会社オベロン
16732 ⼋王⼦市 株式会社TIES
16733 ⼋王⼦市 三豊精⼯株式会社
16734 ⼋王⼦市 アースサポート⼋王⼦
16735 ⼋王⼦市 有限会社陸コーポレーション
16736 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市農業協同組合 川⼝⽀店
16737 ⼋王⼦市 武蔵産業株式会社
16738 ⼋王⼦市 ㈱シンコーハイウェイサービス⼋王⼦維持営業所
16739 ⼋王⼦市 株式会社スリーボンド 多摩⽀店
16740 ⼋王⼦市 久保⽥鉄鋼株式会社
16741 ⼋王⼦市 株式会社 三ツ⽮ ⼋王⼦⼯場
16742 ⼋王⼦市 デイサービスだん・だん
16743 ⼋王⼦市 キーサイト・テクノロジー株式会社
16744 ⼋王⼦市 京王観光株式会社 ⼋王⼦⽀店
16745 ⼋王⼦市 株式会社ヨコハマタイヤジャパン
16746 ⼋王⼦市 (有) さつきメディカル



16747 ⼋王⼦市 ササキ株式会社⼋王⼦⽀店
16748 ⼋王⼦市 株式会社 三輝
16749 ⼋王⼦市 コニカミノルタジャパン株式会社⻄関東サービスグループ
16750 ⼋王⼦市 株式会社シケン ⼋王⼦営業所
16751 ⼋王⼦市 ⽇清⾷品ホールディングス株式会社
16752 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈武蔵野会⼋王⼦⽣活実習所
16753 ⼋王⼦市 株式会社海南 ⼋王⼦⽀社
16754 ⼋王⼦市 株式会社エイシェック⼋王⼦オフィス
16755 ⼋王⼦市 ⽇総⼯産株式会社 ⼋王⼦営業所
16756 ⼋王⼦市 桑都ビル管理株式会社
16757 ⼋王⼦市 株式会社ＮＩＴＴＡＩ⻄東京営業所
16758 ⼋王⼦市 株式会社 保健科学研究所⼋王⼦営業所
16759 ⼋王⼦市 株式会社タイセイ・ハウジー⼋王⼦営業所
16760 ⼋王⼦市 ダイハツ東京販売株式会社 ⼤和⽥店
16761 ⼋王⼦市 JR東⽇本コンサルタンツ⼋王⼦⼯事管理センター
16762 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ ⼀誠会
16763 ⼋王⼦市 五建⼯業株式会社
16764 ⼋王⼦市 東⽇本メルテック株式会社 ⼋王⼦事業所
16765 ⼋王⼦市 ㈱⽇本オフィスオートメーション⻄東京営業所
16766 ⼋王⼦市 中⽇本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株)⼋王⼦道路事務所
16767 ⼋王⼦市 アプライドマテリアルズジャパン株式会社⻄東京サービスセンター
16768 ⼋王⼦市 株式会社ナック・ダスキン事業部第７⽀店
16769 ⼋王⼦市 株式会社内野製作所
16770 ⼋王⼦市 オリエンタルモーター株式会社⼋王⼦⽀店
16771 ⼋王⼦市 株式会社ほづみ
16772 ⼋王⼦市 東京セメント⼯業株式会社
16773 ⼋王⼦市 有限会社KOIKE⼯業
16774 ⼋王⼦市 株式会社 コムネット
16775 ⼋王⼦市 医療法⼈社団康明会⼩宮リハビリテーションセンター
16776 ⼋王⼦市 ⽇産東京販売株式会社⼤和⽥店
16777 ⼋王⼦市 テイケイ株式会社⼋王⼦⽀社
16778 ⼋王⼦市 ⽇本ガス株式会社⼋王⼦営業所
16779 ⼋王⼦市 ⽇産部品中央販売株式会社⼋王⼦⽀店
16780 ⼋王⼦市 株式会社アサヒ化学研究所
16781 ⼋王⼦市 テイケイ株式会社⼋王⼦中央⽀社
16782 ⼋王⼦市 ニチイケアセンター⻄⼋王⼦
16783 ⼋王⼦市 ⼭⼀商事株式会社
16784 ⼋王⼦市 丸美建設株式会社
16785 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市農協 ⼤和⽥⽀店
16786 ⼋王⼦市 アクシス株式会社
16787 ⼋王⼦市 環境リサーチ株式会社
16788 ⼋王⼦市 株式会社モリタ ⼋王⼦営業所
16789 ⼋王⼦市 株式会社エイジス⼋王⼦ディストリクトオフィス



16790 ⼋王⼦市 メットライフ⽣命保険株式会社⼋王⼦⽀社
16791 ⼋王⼦市 株式会社シンコーハイウェイサービス ⼋王⼦多摩営業所
16792 ⼋王⼦市 東京都⽔道局 ⼋王⼦給⽔事務所
16793 ⼋王⼦市 新⽇本通信株式会社
16794 ⼋王⼦市 株式会社 富⼠⽩蓮社
16795 ⼋王⼦市 昭和電⼯ マテリアルズ 株式会社 モビリティ事業本部
16796 ⼋王⼦市 スウェーデンハウス株式会社 東京⽀店 ⼋王⼦事務所
16797 ⼋王⼦市 株式会社⽇動エコプラント
16798 ⼋王⼦市 ⼩⼭⽥重機株式会社
16799 ⼋王⼦市 ⽇昭株式会社 ⻄東京⽀店
16800 ⼋王⼦市 ⼀般財団法⼈⼋王⼦市まちづくり公社
16801 ⼋王⼦市 ＮＸエネルギー関東株式会社
16802 ⼋王⼦市 多摩少年院
16803 ⼋王⼦市 ⽇本コンテック株式会社
16804 ⼋王⼦市 東京⽔道株式会社 元本郷集中管理室
16805 ⼋王⼦市 株式会社 ⼩池建材
16806 ⼋王⼦市 東電⽤地株式会社 多摩⽀社
16807 ⼋王⼦市 株式会社 シモダ⻄東京営業所
16808 ⼋王⼦市 ⽯井化学産業株式会社
16809 ⼋王⼦市 ヤマト建設 有限会社
16810 ⼋王⼦市 トヨタモビリティ東京株式会社⼋王⼦ＢＰＣ
16811 ⼋王⼦市 シルバーサポート真秀の⾥
16812 ⼋王⼦市 学校法⼈ 創価⼤学
16813 ⼋王⼦市 シルバーサポートほのぼの
16814 ⼋王⼦市 株式会社リバープレイン
16815 ⼋王⼦市 中⽇本⾼速道路（株）⼋王⼦⽀社⼋王⼦保全・サービスセンター
16816 ⼋王⼦市 アートビーム有限会社
16817 ⼋王⼦市 株式会社ヤマコン⻄東京出張所
16818 ⼋王⼦市 株式会社⼩泉多摩 ⼋王⼦営業所
16819 ⼋王⼦市 ⼤陽⽇酸ガス＆ウェルディング株式会社
16820 ⼋王⼦市 東亜電気⼯業株式会社 東京営業所
16821 ⼋王⼦市 株式会社フロンティア⼋王⼦営業所
16822 ⼋王⼦市 三幸商事株式会社
16823 ⼋王⼦市 株式会社いしまさコーポレーション
16824 ⼋王⼦市 ⾠⺒屋興業株式会社⼋王⼦営業所
16825 ⼋王⼦市 株式会社 メディックス
16826 ⼋王⼦市 ⼯機販売株式会社 多摩営業所
16827 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 松和会北⼋王⼦クリニック
16828 ⼋王⼦市 中⽇本施設管理株式会社⼋王⼦事業所
16829 ⼋王⼦市 京浜株式会社 ⼋王⼦営業所
16830 ⼋王⼦市 株式会社ソディック 東京営業所
16831 ⼋王⼦市 光⼯業株式会社
16832 ⼋王⼦市 株式会社若尾商会



16833 ⼋王⼦市 ⼀般社団法⼈リュミエール
16834 ⼋王⼦市 株式会社ビーエムアドバンス
16835 ⼋王⼦市 株式会社 若登
16836 ⼋王⼦市 三和興業有限会社
16837 ⼋王⼦市 ⽇産東京販売株式会社⼋王⼦⾼倉店
16838 ⼋王⼦市 いそぎんちゃく合同会社くまのみ訪問看護ステーション
16839 ⼋王⼦市 株式会社エヌ・エス・シー
16840 ⼋王⼦市 株式会社⼋王⼦エルシィ
16841 ⼋王⼦市 テクノ⽮崎株式会社 ⼋王⼦営業所
16842 ⼋王⼦市 ⼩規模多機能型居宅介護まめ・まめ
16843 ⼋王⼦市 ⽂化シャッターサービス株式会社⼋王⼦サービスステーション
16844 ⼋王⼦市 ファミリーサービス株式会社
16845 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈東京⽟葉会 ⻘陽園
16846 ⼋王⼦市 株式会社ビルドック
16847 ⼋王⼦市 株式会社⽇野⼯業
16848 ⼋王⼦市 有限会社和⽥造園
16849 ⼋王⼦市 株式会社エスエストラスト
16850 ⼋王⼦市 （株）⾼速保全 ⼋王⼦事業所
16851 ⼋王⼦市 ⼀般社団法⼈ ⼋王⼦市医師会⽴訪問看護ステーション
16852 ⼋王⼦市 ⻄尾レントオール株式会社⼋王⼦営業所
16853 ⼋王⼦市 株式会社ハウスクリニック
16854 ⼋王⼦市 株式会社オリエントコーポレーション ⼋王⼦⽀店
16855 ⼋王⼦市 マルエム⼯業株式会社
16856 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ 藤倉学園 多摩藤倉学園
16857 ⼋王⼦市 多摩信⽤⾦庫 ⼋王⼦駅前⽀店
16858 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 国⽴あおやぎ会⼋王⼦デイケアセンター
16859 ⼋王⼦市 株式会社 ヤマガタ鉄筋
16860 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市ボランティアセンター⽀えあい推進課
16861 ⼋王⼦市 中央労働⾦庫 ⼋王⼦⽀店
16862 ⼋王⼦市 イーティーシステムエンジニアリング株式会社
16863 ⼋王⼦市 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京⻄⽀店 ⼋王⼦⽀社
16864 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈やまゆり福祉会
16865 ⼋王⼦市 株式会社 紀伊國屋書店 ⾸都圏⻄営業部
16866 ⼋王⼦市 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 株式会社
16867 ⼋王⼦市 株式会社 ⼩林⾃⼯
16868 ⼋王⼦市 パナソニック株式会社 産業デバイス事業部
16869 ⼋王⼦市 株式会社 不⼆電業社
16870 ⼋王⼦市 ミツワ電機株式会社⼋王⼦営業所
16871 ⼋王⼦市 株式会社 多摩ニッタンサービス
16872 ⼋王⼦市 東京電⼒エナジーパートナー株式会社 販売本部東京本部
16873 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市ボランティアセンター市⺠⼒⽀援課
16874 ⼋王⼦市 学校法⼈⽮野学園⼋王⼦実践⾼校
16875 ⼋王⼦市 株式会社サン・ライフ⼋王⼦ホテルニューグランド



16876 ⼋王⼦市 株式会社 佐藤建設⼯業
16877 ⼋王⼦市 ユニオン建設株式会社⼋王⼦⽀店⼋王⼦⼟⽊出張所
16878 ⼋王⼦市 株式会社ヤコー
16879 ⼋王⼦市 ＴＨＫ株式会社 ⼋王⼦⽀店
16880 ⼋王⼦市 かしわ幼稚園
16881 ⼋王⼦市 税理⼠法⼈だいち
16882 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 永⽣会 訪問看護ステーションひばり
16883 ⼋王⼦市 ⽇本リーテック株式会社 中央⽀店 ⼋王⼦⽀社
16884 ⼋王⼦市 ネッツトヨタ多摩株式会社 ⽇野バイパス店
16885 ⼋王⼦市 株式会社 リースキン⻄東京
16886 ⼋王⼦市 株式会社カシマ
16887 ⼋王⼦市 ⽝⽬幼稚園
16888 ⼋王⼦市 株式会社 中央軌道⼯業
16889 ⼋王⼦市 ⼤横保健福祉センター
16890 ⼋王⼦市 株式会社村内外⾞センター⼋王⼦⽀店
16891 ⼋王⼦市 メルセデス・ベンツ⼋王⼦
16892 ⼋王⼦市 学校法⼈ 浦野学園⼋王⼦すみれ幼稚園
16893 ⼋王⼦市 株式会社マルカネ
16894 ⼋王⼦市 なかの幼稚園
16895 ⼋王⼦市 有限会社ヤマダイ
16896 ⼋王⼦市 株式会社サトー ⼋王⼦⽀店
16897 ⼋王⼦市 有限会社ケイ・エム・ティ・プランニング
16898 ⼋王⼦市 株式会社コスモ計器
16899 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 珠泉会介護⽼⼈保健施設 アメイズ
16900 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 圭徳会 ⼋王⼦腎クリニック
16901 ⼋王⼦市 ⽇本機械⼯業株式会社
16902 ⼋王⼦市 セキュリオン・２４株式会社
16903 ⼋王⼦市 東京ガスイズミエナジー株式会社⼋王⼦店
16904 ⼋王⼦市 株式会社ウドノ医機楢原⼯場
16905 ⼋王⼦市 ⼤陽⽇酸株式会社 ⼋王⼦⽀店
16906 ⼋王⼦市 コーセー化粧品販売株式会社⼋王⼦⽀店
16907 ⼋王⼦市 ハクゾウメディカル株式会社 ⻄東京営業所
16908 ⼋王⼦市 ⽚品建設株式会社
16909 ⼋王⼦市 三井不動産リアルティ株式会社⼋王⼦センター
16910 ⼋王⼦市 株式会社 奥村組 ⼋王⼦⽔再⽣センターその2⼯事所
16911 ⼋王⼦市 東新緑地株式会社
16912 ⼋王⼦市 多摩防⽔技研株式会社
16913 ⼋王⼦市 株式会社 ⼤⼭⼯業
16914 ⼋王⼦市 ⾓⽥建設⼯業株式会社
16915 ⼋王⼦市 太陽建機レンタル株式会社
16916 ⼋王⼦市 株式会社テレコムサービス東京
16917 ⼋王⼦市 株式会社 柴橋商会
16918 ⼋王⼦市 有限会社ダイヤクリーン



16919 ⼋王⼦市 株式会社ヒートパーツ
16920 ⼋王⼦市 株式会社シノダ ⼋王⼦店
16921 ⼋王⼦市 岡三証券株式会社 ⼋王⼦⽀店
16922 ⼋王⼦市 サントリービバレッジソリューション ⼋王⼦⽀店
16923 ⼋王⼦市 株式会社 多摩緑化
16924 ⼋王⼦市 ワタミの宅⾷東京⼋王⼦営業所
16925 ⼋王⼦市 ⻘陽園デイケアセンター
16926 ⼋王⼦市 株式会社 増⽥禎司商店
16927 ⼋王⼦市 武内運送株式会社
16928 ⼋王⼦市 株式会社光彩
16929 ⼋王⼦市 ⾚江⼯業有限会社
16930 ⼋王⼦市 医療法⼈社団光⽣会平川病院
16931 ⼋王⼦市 有限会社ケアスタッフ中野上町事業所
16932 ⼋王⼦市 株式会社東亜理化学研究所
16933 ⼋王⼦市 ⼋王⼦建物管理株式会社
16934 ⼋王⼦市 有限会社 成晃建設
16935 ⼋王⼦市 学校法⼈ ⼋王⼦学園⼋王⼦中学校・⼋王⼦⾼等学校１
16936 ⼋王⼦市 セコム株式会社 ⼋王⼦⽀社
16937 ⼋王⼦市 株式会社ハウスメイトマネジメント ⼋王⼦⽀店
16938 ⼋王⼦市 株式会社ハートフル
16939 ⼋王⼦市 株式会社H&C
16940 ⼋王⼦市 株式会社 河内屋ジェノス販売本部
16941 ⼋王⼦市 有限会社 渋⾕産業
16942 ⼋王⼦市 アジレントテクノロジー株式会社
16943 ⼋王⼦市 株式会社⽇本デジタル研究所⼋王⼦営業所
16944 ⼋王⼦市 ⼤林道路株式会社 多摩営業所
16945 ⼋王⼦市 住友不動産販売株式会社⼋王⼦営業センター
16946 ⼋王⼦市 株式会社アート・ハウジング
16947 ⼋王⼦市 Ｇテクノ株式会社東京⽀店
16948 ⼋王⼦市 ⾃然派くらぶ⽣活協同組合
16949 ⼋王⼦市 鈴⽊鋼材株式会社
16950 ⼋王⼦市 有限会社 栗原⼯業
16951 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈同志舎共励保育園
16952 ⼋王⼦市 中⽇本ハイウェイ・パトロール東京株式会社 ⼋王⼦⾞限基地
16953 ⼋王⼦市 アクト・セン株式会社
16954 ⼋王⼦市 税理⼠法⼈フォルテッツァ
16955 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈⽇本⼼⾝障害児協会島⽥療育センターはちおうじ
16956 ⼋王⼦市 株式会社ニレコ
16957 ⼋王⼦市 有限会社 宮本興業
16958 ⼋王⼦市 株式会社 饒⽥ ⻄東京⽀社⼋王⼦配送センター
16959 ⼋王⼦市 株式会社 アーバン
16960 ⼋王⼦市 株式会社ユーティーアール不動産
16961 ⼋王⼦市 株式会社⻄東京 イエローハットイエローハット⼋王⼦インター店



16962 ⼋王⼦市 ⼋王⼦福祉作業所
16963 ⼋王⼦市 ＧＮＡ環境株式会社
16964 ⼋王⼦市 たなべ物産株式会社
16965 ⼋王⼦市 株式会社フロンティア建設
16966 ⼋王⼦市 トヨタモビリティ東京株式会社⼋王⼦明神町店
16967 ⼋王⼦市 有限会社 秋間建⼯
16968 ⼋王⼦市 株式会社 桂電⼯
16969 ⼋王⼦市 杉本電機産業株式会社⼋王⼦営業所
16970 ⼋王⼦市 株式会社ワーキングスタイル
16971 ⼋王⼦市 ＡＢＮ株式会社
16972 ⼋王⼦市 株式会社三誠
16973 ⼋王⼦市 株式会社キーエンス⼋王⼦営業所
16974 ⼋王⼦市 株式会社 ⼩林
16975 ⼋王⼦市 株式会社クリップ⼋王⼦⽀店
16976 ⼋王⼦市 株式会社市川⼯業所
16977 ⼋王⼦市 有限会社 ⾼興
16978 ⼋王⼦市 サンコーコミュニティ株式会社
16979 ⼋王⼦市 株式会社⾠川通信
16980 ⼋王⼦市 株式会社 ｇｒａｎｄｓ⼋王⼦店
16981 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ アゼリヤ会
16982 ⼋王⼦市 ウエルストン電⼦⼯業株式会社
16983 ⼋王⼦市 株式会社テクノメイト
16984 ⼋王⼦市 株式会社ユウコウ建設
16985 ⼋王⼦市 株式会社 ⼤栄興業
16986 ⼋王⼦市 医療法⼈財団緑雲会多摩病院
16987 ⼋王⼦市 株式会社あわーず あわーず東京訪問看護リハビリステーション
16988 ⼋王⼦市 株式会社 quest
16989 ⼋王⼦市 丸磯建設株式会社 関東⽀店⼋王⼦川⼝造成作業所
16990 ⼋王⼦市 株式会社⼩⽊製作所
16991 ⼋王⼦市 株式会社ネクステージ ⼋王⼦店
16992 ⼋王⼦市 株式会社オキセ ⻄東京営業所
16993 ⼋王⼦市 有限会社 ケアスタッフ
16994 ⼋王⼦市 株式会社 ジーシー⼋王⼦サービスセンター
16995 ⼋王⼦市 株式会社美好
16996 ⼋王⼦市 株式会社 ⻑井設備
16997 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈もくば会 ビートル
16998 ⼋王⼦市 株式会社葵ヘルパーセンター⼋王⼦事業所
16999 ⼋王⼦市 株式会社⼩松植⽊
17000 ⼋王⼦市 中⽇本施設管理株式会社⼋王⼦⼯事事業所
17001 ⼋王⼦市 株式会社キツタカ⼋王⼦店
17002 ⼋王⼦市 希望の⾥
17003 ⼋王⼦市 株式会社 ｉｔｓ
17004 ⼋王⼦市 ⻲清産業株式会社



17005 ⼋王⼦市 株式会社オープンハウスアーキテクト ⼋王⼦店
17006 ⼋王⼦市 ⼋王⼦実践幼稚園
17007 ⼋王⼦市 株式会社ＯＮＥ＆ＯＮＥ
17008 ⼋王⼦市 株式会社吉匠建築⼯藝
17009 ⼋王⼦市 株式会社シムテック
17010 ⼋王⼦市 株式会社ムラウチネットワーク
17011 ⼋王⼦市 ⽇本分光株式会社⻄東京サービスセンター
17012 ⼋王⼦市 株式会社 純和興業
17013 ⼋王⼦市 株式会社ＳＡＮＫＹＯ⼋王⼦営業所
17014 ⼋王⼦市 有限会社 武蔵配管
17015 ⼋王⼦市 株式会社 物井⼯機 ⼋王⼦⼯場
17016 ⼋王⼦市 株式会社 藤井商店
17017 ⼋王⼦市 有限会社 ヒラノ花店
17018 ⼋王⼦市 株式会社トーヨー ⼋王⼦営業所
17019 ⼋王⼦市 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社
17020 ⼋王⼦市 清流寺
17021 ⼋王⼦市 ⼩島電機⼯業株式会社⼋王⼦営業所
17022 ⼋王⼦市 壷坂電気株式会社
17023 ⼋王⼦市 富⼠フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
17024 ⼋王⼦市 ＪＲ東⽇本メカトロニクス株式会社 ⼋王⼦⽀店
17025 ⼋王⼦市 エブレン株式会社
17026 ⼋王⼦市 中⽇本ハイウェイ・エンジニアリング東京（株）中央⾼速事務所
17027 ⼋王⼦市 株式会社 住機 ⼋王⼦営業所
17028 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市⾼齢者在宅サービスセンター中野
17029 ⼋王⼦市 有限会社⻘⽊⾃動⾞
17030 ⼋王⼦市 株式会社東京ビケ⾜場⼋王⼦営業所
17031 ⼋王⼦市 株式会社 有明ノーリツサービスショップ
17032 ⼋王⼦市 東和紙器株式会社
17033 ⼋王⼦市 協和病院
17034 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 明和会 ⻄⼋王⼦病院
17035 ⼋王⼦市 南富⼠産業株式会社⼋王⼦センター
17036 ⼋王⼦市 株式会社アペックス
17037 ⼋王⼦市 ホシザキ東京株式会社⼋王⼦営業所
17038 ⼋王⼦市 東亜道路⼯業株式会社 多摩営業所
17039 ⼋王⼦市 東京海上⽇動⽕災保険株式会社⼋王⼦⽀社
17040 ⼋王⼦市 株式会社セキコーポレーション
17041 ⼋王⼦市 有限会社 瀬沼重機
17042 ⼋王⼦市 福⽥道路株式会社 ⻄関東営業所
17043 ⼋王⼦市 株式会社 協進建設
17044 ⼋王⼦市 株式会社 鶴屋
17045 ⼋王⼦市 株式会社 森崎⼯業
17046 ⼋王⼦市 有限会社 ⻘果サトウ
17047 ⼋王⼦市 株式会社フードファッション



17048 ⼋王⼦市 ＪＣＯＭ株式会社 技術サポート本部 東京⻄技術センター
17049 ⼋王⼦市 株式会社 エネライフ⼋王⼦カスタマーステーション
17050 ⼋王⼦市 菱光⽯灰⼯業（株）砕⽯事業部
17051 ⼋王⼦市 多摩信⽤⾦庫 中野⼭王⽀店
17052 ⼋王⼦市 ⽇電コム株式会社
17053 ⼋王⼦市 株式会社 渡商会 多摩営業所
17054 ⼋王⼦市 株式会社 ⽊曽路 ⼋王⼦⾼倉店
17055 ⼋王⼦市 株式会社⼤塚商会 ⼋王⼦⽀店
17056 ⼋王⼦市 ㈱菊池製作所
17057 ⼋王⼦市 株式会社マルコシ ⼋王⼦店
17058 ⼋王⼦市 ⽵島製パン株式会社
17059 ⼋王⼦市 ⾼速道路トールテクノロジー株式会社 ⼋王⼦テクノショップ
17060 ⼋王⼦市 株式会社⽇本公害管理センター⼋王⼦事業所
17061 ⼋王⼦市 美⼭建設株式会社
17062 ⼋王⼦市 能美防災株式会社⻄関東⽀社
17063 ⼋王⼦市 株式会社ジェイコム東京 ⼋王⼦・⽇野局
17064 ⼋王⼦市 東⽇本旅客鉄道株式会社 ⼋王⼦電⼒技術センター
17065 ⼋王⼦市 トヨタモビリテ東京株式会社Ｕ-ｃａｒ⼋王⼦店
17066 ⼋王⼦市 ⼤塚電⼦株式会社 東京⽀店
17067 ⼋王⼦市 第⼀合成株式会社
17068 ⼋王⼦市 社会医療法⼈社団愛有会さんあい 介護医療院
17069 ⼋王⼦市 株式会社 エアテクニカ
17070 ⼋王⼦市 ⽇産東京販売株式会社ルノー⼋王⼦
17071 ⼋王⼦市 メガロス⼋王⼦
17072 ⼋王⼦市 菊島建設株式会社
17073 ⼋王⼦市 株式会社群⾺銀⾏ ⼋王⼦⽀店
17074 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市保健所
17075 ⼋王⼦市 株式会社フィットネスライフサポート
17076 ⼋王⼦市 株式会社ダスキンまつむら
17077 ⼋王⼦市 医療法⼈ 永寿会
17078 ⼋王⼦市 特別養護⽼⼈ホーム 諏訪の森
17079 ⼋王⼦市 株式会社真尾商店
17080 ⼋王⼦市 京⻄電機株式会社
17081 ⼋王⼦市 (有)⽥島⾃動⾞整備⼯場
17082 ⼋王⼦市 株式会社アトラス広告社
17083 ⼋王⼦市 株式会社うかい⿃⼭
17084 ⼋王⼦市 株式会社伊藤園 ⼋王⼦⽀店
17085 ⼋王⼦市 吉⽥建設株式会社
17086 ⼋王⼦市 株式会社⺟の⼿
17087 ⼋王⼦市 有限会社都南⽣コンクリート
17088 ⼋王⼦市 株式会社むつみ
17089 ⼋王⼦市 株式会社ビートさわやかな⾥
17090 ⼋王⼦市 多摩⽕薬機⼯株式会社



17091 ⼋王⼦市 有限会社 ⽯建興業
17092 ⼋王⼦市 株式会社ルービック 空調
17093 ⼋王⼦市 関⼝電気株式会社
17094 ⼋王⼦市 有限会社スピカ
17095 ⼋王⼦市 株式会社ロッテ 東京⻄⽀店
17096 ⼋王⼦市 ヤマト電機株式会社⼋王⼦営業所
17097 ⼋王⼦市 株式会社双葉製作所
17098 ⼋王⼦市 ⼩⼭内建材
17099 ⼋王⼦市 東京スバル株式会社⾼尾店
17100 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 永⽣会
17101 ⼋王⼦市 トヨタＳ＆Ｄ⻄東京株式会社松枝橋店
17102 ⼋王⼦市 株式会社オーヤラックス東京⼯場
17103 ⼋王⼦市 株式会社 野村通信設備
17104 ⼋王⼦市 トヨタＳ＆Ｄ⻄東京株式会社⼋王⼦店
17105 ⼋王⼦市 ⽇本ビニールコード株式会社
17106 ⼋王⼦市 サンコー機材株式会社⼋王⼦⽀店
17107 ⼋王⼦市 特定⾮営利活動法⼈市⺠ユニットりぼん
17108 ⼋王⼦市 株式会社 川名産業⼋王⼦営業所
17109 ⼋王⼦市 医療法⼈⻘渓会 駒⽊野病院
17110 ⼋王⼦市 有限会社 ⾼橋設備⼯業所
17111 ⼋王⼦市 ⿅島建設株式会社 東京⼟⽊⽀店⼩仏⼋王⼦地区⼯事事務所
17112 ⼋王⼦市 株式会社ミナカミ
17113 ⼋王⼦市 森屋建設株式会社
17114 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ 蕗の会ひのき⼯房
17115 ⼋王⼦市 株式会社中部ランドリー
17116 ⼋王⼦市 株式会社ＳＵＢＡＲＵスバル総合研修センター
17117 ⼋王⼦市 建治建設株式会社
17118 ⼋王⼦市 セフテック株式会社⻄関東営業所
17119 ⼋王⼦市 株式会社⼤⼼
17120 ⼋王⼦市 株式会社メレック
17121 ⼋王⼦市 宏和建設株式会社
17122 ⼋王⼦市 株式会社スズキ⾃販南東京アリーナめじろ台
17123 ⼋王⼦市 株式会社細川設備⼯業所
17124 ⼋王⼦市 宗教法⼈ 薬王院
17125 ⼋王⼦市 国⼟開発⼯業株式会社Ｒ３⼋王⼦南ＢＰ１９作業所
17126 ⼋王⼦市 ⼤信⼯業株式会社
17127 ⼋王⼦市 株式会社⽥島
17128 ⼋王⼦市 坂⼝建設株式会社
17129 ⼋王⼦市 光ビジネスフォーム株式会社
17130 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ 共栄会
17131 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市農業協同組合 浅川⽀店
17132 ⼋王⼦市 株式会社新和
17133 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市農業協同組合 横⼭⽀店



17134 ⼋王⼦市 （株）⼼之泉いく歩デイサービス⼤楽寺
17135 ⼋王⼦市 ⽇本郵便株式会社⼋王⼦⻄郵便局
17136 ⼋王⼦市 芳美建材株式会社
17137 ⼋王⼦市 株式会社ホンダカーズ東京中央めじろ台店
17138 ⼋王⼦市 株式会社アラカルトフーズ
17139 ⼋王⼦市 有限会社ヤマミツ電機製作所
17140 ⼋王⼦市 株式会社サニクリーン東京⼋王⼦営業所
17141 ⼋王⼦市 株式会社杉⽥商⼯
17142 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ 同胞援護婦⼈連盟こどものうち⼋栄寮
17143 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈武蔵野会リンクス椚⽥
17144 ⼋王⼦市 三喜電気株式会社
17145 ⼋王⼦市 ⼋王⼦桑の実幼稚園
17146 ⼋王⼦市 セントベル幼稚園
17147 ⼋王⼦市 たてまち幼稚園
17148 ⼋王⼦市 児童養護施設エス・オー・エスこどもの村
17149 ⼋王⼦市 学校法⼈松徳学園みころも幼稚園
17150 ⼋王⼦市 元⼋王⼦幼稚園
17151 ⼋王⼦市 ⾼尾幼稚園
17152 ⼋王⼦市 ⼋王⼦⽩百合幼稚園
17153 ⼋王⼦市 林野庁 森林技術総合研修所
17154 ⼋王⼦市 ベルテール⼋王⼦⼤船園
17155 ⼋王⼦市 有限会社島村商店
17156 ⼋王⼦市 株式会社環境管理センター
17157 ⼋王⼦市 有限会社ホットライン
17158 ⼋王⼦市 富⼠神苑株式会社
17159 ⼋王⼦市 財団法⼈⾼尾保養院東京⾼尾病院
17160 ⼋王⼦市 株式会社⼤東建物管理
17161 ⼋王⼦市 学校法⼈トヨタ東京整備学園専⾨学校 トヨタ東京⾃動⾞⼤学校
17162 ⼋王⼦市 有限会社⼤正舎
17163 ⼋王⼦市 ⽇産プリンス⻄東京販売株式会社⼋王⼦東浅川店
17164 ⼋王⼦市 ⼩規模多機能 快杜
17165 ⼋王⼦市 割烹 橋本屋
17166 ⼋王⼦市 株式会社テージーケー
17167 ⼋王⼦市 株式会社福⽥建材店
17168 ⼋王⼦市 株式会社三幸社
17169 ⼋王⼦市 須藤⽯材株式会社⼋王⼦⽀店
17170 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈清明会
17171 ⼋王⼦市 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ元⼋王⼦センター
17172 ⼋王⼦市 ⽇本郵便株式会社 ⼋王⼦南郵便局 恩⽅集配センター
17173 ⼋王⼦市 オーエム通商株式会社
17174 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市農業協同組合 本店
17175 ⼋王⼦市 蛇の⽬ミシン⼯業株式会社
17176 ⼋王⼦市 ネッツトヨタ多摩株式会社⼋王⼦めじろ台店



17177 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市資源循環部館清掃事業所
17178 ⼋王⼦市 株式会社散⽥管⼯
17179 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈⽩百合会特別養護⽼⼈ホーム恩⽅ホーム
17180 ⼋王⼦市 警視庁⾼尾警察署
17181 ⼋王⼦市 医療法⼈社団⽟栄会東京天使病院
17182 ⼋王⼦市 学校法⼈共⽴⼥⼦学園⼋王⼦校舎
17183 ⼋王⼦市 株式会社共栄デザイン
17184 ⼋王⼦市 医療法⼈社団清伸会⾼尾厚⽣病院
17185 ⼋王⼦市 株式会社ホットハート
17186 ⼋王⼦市 有限会社岩本花店
17187 ⼋王⼦市 株式会社セレモアつくば
17188 ⼋王⼦市 株式会社イシイサービス
17189 ⼋王⼦市 広栄電気株式会社
17190 ⼋王⼦市 株式会社オサダ
17191 ⼋王⼦市 ⼋王⼦消防署 浅川出張所
17192 ⼋王⼦市 総合美装株式会社
17193 ⼋王⼦市 株式会社ベスト
17194 ⼋王⼦市 有限会社琵琶家
17195 ⼋王⼦市 株式会社アサンテ ⼋王⼦営業所
17196 ⼋王⼦市 東和プリント⼯業株式会社
17197 ⼋王⼦市 ⿓埜建設有限会社
17198 ⼋王⼦市 株式会社アメニティーライフ
17199 ⼋王⼦市 株式会社ミナミ紙業
17200 ⼋王⼦市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社めじろ台店
17201 ⼋王⼦市 株式会社⼩野システム
17202 ⼋王⼦市 株式会社ミユキ印刷
17203 ⼋王⼦市 株式会社⾦⼦電気商会
17204 ⼋王⼦市 株式会社ジャノメサービス
17205 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市農業協同組合元⼋王⼦⽀店
17206 ⼋王⼦市 昭和⾃動⾞⼯業株式会社
17207 ⼋王⼦市 聖徳学園 ⼋王⼦中央幼稚園
17208 ⼋王⼦市 ⽇産東京販売株式会社⼋王⼦めじろ台店
17209 ⼋王⼦市 ⽇産東京販売株式会社⼋王⼦松枝橋店
17210 ⼋王⼦市 デーサービスうらら
17211 ⼋王⼦市 ⿃居電業株式会社
17212 ⼋王⼦市 ユニオン建設株式会社⼋王⼦出張所
17213 ⼋王⼦市 株式会社ハチオウ
17214 ⼋王⼦市 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター
17215 ⼋王⼦市 コムシスエンジニアリング（株）⼋王⼦事業所
17216 ⼋王⼦市 株式会社⼩林組
17217 ⼋王⼦市 有限会社⽔上建設
17218 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ ⼋王⼦⼼成会
17219 ⼋王⼦市 城⼭みなみ訪問看護ステーション



17220 ⼋王⼦市 新開⼯業株式会社
17221 ⼋王⼦市 株式会社エヌエムライフ
17222 ⼋王⼦市 株式会社ムサシ
17223 ⼋王⼦市 あずみ苑 館町
17224 ⼋王⼦市 グリーンヒル幼稚園
17225 ⼋王⼦市 国⽴研究開発法⼈森林研究・整備森林総合研究所 多摩森林科学園
17226 ⼋王⼦市 株式会社三共 ⼋王⼦センター
17227 ⼋王⼦市 株式会社やさしい⼿甲府⼋王⼦事業所
17228 ⼋王⼦市 株式会社栗原医療器械店
17229 ⼋王⼦市 トヨタモビリティ東京株式会社めじろ台店
17230 ⼋王⼦市 株式会社エコリターン
17231 ⼋王⼦市 ⽇本コムシス株式会社⼋王⼦事業所
17232 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈めじろ会めじろデイホーム
17233 ⼋王⼦市 東京都⼋王⼦福祉園
17234 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈⼋王⼦いちょうの会いちょう⼯房ぎんなんの家
17235 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈⼋王⼦いちょうの会いちょう⼯房東浅川
17236 ⼋王⼦市 富⼠ライフケアネット株式会社⼋王⼦あんしん館
17237 ⼋王⼦市 株式会社東朋
17238 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市農業協同組合 恩美⽀店
17239 ⼋王⼦市 特定⾮営利活動法⼈にんじんの家
17240 ⼋王⼦市 株式会社渡辺製作所
17241 ⼋王⼦市 ダイハツ東京販売株式会社めじろ台店
17242 ⼋王⼦市 株式会社 ⻄嶋建設興業
17243 ⼋王⼦市 ⽇本オートランニングシステム株式会社
17244 ⼋王⼦市 横川幼稚園
17245 ⼋王⼦市 渡辺パイプ株式会社
17246 ⼋王⼦市 ネッツトヨタ多摩株式会社
17247 ⼋王⼦市 ＪＳＳ⼋王⼦スイミングスクール
17248 ⼋王⼦市 シルバーサポート株式会社
17249 ⼋王⼦市 ⼤成エレクトロニクス株式会社
17250 ⼋王⼦市 ケアセンター桜並⽊
17251 ⼋王⼦市 ビーンズリハビリセンターフィジオ
17252 ⼋王⼦市 株式会社 稼頭造園
17253 ⼋王⼦市 有限会社⼗字会ケアステーション
17254 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈清明会 ⻑⾈園
17255 ⼋王⼦市 デイホーム むつみの園
17256 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市東浅川保健福祉センター
17257 ⼋王⼦市 こまぎの訪問看護ステーション天⾺
17258 ⼋王⼦市 株式会社 環境管理センター技術センター
17259 ⼋王⼦市 富⼠プリント⼯業株式会社
17260 ⼋王⼦市 ケアパートナー⼋王⼦
17261 ⼋王⼦市 ⻄関東機材株式会社
17262 ⼋王⼦市 永井緑建



17263 ⼋王⼦市 有限会社アンクルロック
17264 ⼋王⼦市 ㈱メモリアルアートの⼤野屋⼋王⼦店
17265 ⼋王⼦市 医療法⼈社団永⽣会 永⽣病院
17266 ⼋王⼦市 医療法⼈社団永⽣会介護法⼈保健施設 イマジン
17267 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈もくば会ウイングス
17268 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 永⽣会南多摩病院
17269 ⼋王⼦市 指定訪問介護事業所城⼭介護サービス
17270 ⼋王⼦市 サーラカーズジャパン株式会社フォルクスワーゲンセンター⼋王
17271 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ 東京都⼿をつなぐ育成会 恩⽅育成園
17272 ⼋王⼦市 株式会社まもかーる
17273 ⼋王⼦市 瀬沼⽊材㈱
17274 ⼋王⼦市 ㈱渡辺オイスター研究所
17275 ⼋王⼦市 相武カントリー倶楽部
17276 ⼋王⼦市 ⽯井⼯業株式会社⼋王⼦オフィス
17277 ⼋王⼦市 株式会社 ＥＧＬ
17278 ⼋王⼦市 株式会社 Ｋ・Ｒ・Ｂ⼯業
17279 ⼋王⼦市 布⻲株式会社 マザーケア⼋王⼦デリバリーセンター
17280 ⼋王⼦市 医療法⼈社団⾼尾駅前クリニック
17281 ⼋王⼦市 東亜・清⽔ＪＶ
17282 ⼋王⼦市 株式会社まごころ清掃社
17283 ⼋王⼦市 デイサービスセンターさくら
17284 ⼋王⼦市 芳村⽯産株式会社
17285 ⼋王⼦市 かんぽ⽣命保険（株）⼋王⼦⽀店⼋王⼦⻄郵便局かんぽサービス部
17286 ⼋王⼦市 美ささ不動産株式会社
17287 ⼋王⼦市 株式会社 ダイエ−コンサルタンツ
17288 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市教育委員会⼋王⼦市教育センター
17289 ⼋王⼦市 株式会社 松崎
17290 ⼋王⼦市 特定⾮営利活動法⼈ Ｐｕｒｅ
17291 ⼋王⼦市 アサヒサンクリーン株式会社
17292 ⼋王⼦市 警視庁南⼤沢警察署
17293 ⼋王⼦市 ㈱⼋王⼦中央⾃動⾞学校
17294 ⼋王⼦市 イケウチ株式会社
17295 ⼋王⼦市 株式会パルライン⼋王⼦センター
17296 ⼋王⼦市 株式会社エム・トラスト
17297 ⼋王⼦市 株式会社ワールドファミリー⼋王⼦営業所
17298 ⼋王⼦市 株式会社リンカン開発
17299 ⼋王⼦市 バイク王⼋王⼦堀之内店
17300 ⼋王⼦市 株式会社ブックセンターいとう
17301 ⼋王⼦市 東京都南多摩農業改良普及センター
17302 ⼋王⼦市 株式会社 雅叙造園
17303 ⼋王⼦市 ㈱お住まいファシリティーズ
17304 ⼋王⼦市 ⼩泉機器⼯業株式会社多摩営業所
17305 ⼋王⼦市 聖徳学園多摩中央幼稚園



17306 ⼋王⼦市 三浦⼯業株式会社⼋王⼦営業所
17307 ⼋王⼦市 有限会社 東京⾃動⾞サービス
17308 ⼋王⼦市 有限会社オフィスルースト
17309 ⼋王⼦市 新栄電設株式会社
17310 ⼋王⼦市 学校法⼈ ⽚柳学園⼋王⼦キャンパス
17311 ⼋王⼦市 株式会社 関東マツダみなみ野ボディセンター
17312 ⼋王⼦市 トヨタモビリティ東京株式会社南⼤沢店
17313 ⼋王⼦市 東京⼋王⼦⻘果株式会社北野営業所
17314 ⼋王⼦市 吉村エンタープライズ株式会社
17315 ⼋王⼦市 ⽇産東京販売株式会社ニュータウン堀之内店
17316 ⼋王⼦市 ⽇本フィールドワン株式会社東京⻄センター
17317 ⼋王⼦市 グッドライフサーラ関東㈱⼋王⼦営業所
17318 ⼋王⼦市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社堀之内店
17319 ⼋王⼦市 株式会社 ⽇⽣
17320 ⼋王⼦市 関東三菱⾃動⾞販売株式会社⼋王⼦北野店
17321 ⼋王⼦市 ⽇本⾷研株式会社⼋王⼦⽀店
17322 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市⾼齢者在宅サービスセンター⻑沼
17323 ⼋王⼦市 株式会社ＴＴＮコーポレーション
17324 ⼋王⼦市 加藤⼯業株式会社
17325 ⼋王⼦市 ﾀﾏﾎｰﾑ株式会社 ⾸都圏分譲⽀店
17326 ⼋王⼦市 東京ゆりかご幼稚園
17327 ⼋王⼦市 ケイワーク株式会社
17328 ⼋王⼦市 株式会社バーンリペア⼋王⼦センター
17329 ⼋王⼦市 有限会社 稔重機
17330 ⼋王⼦市 ⻄東京⽣コンクリート株式会社
17331 ⼋王⼦市 ⼤成ロテック株式会社多摩営業所
17332 ⼋王⼦市 テルヤ電機株式会社
17333 ⼋王⼦市 東京プロパンガス株式会社南多摩営業所
17334 ⼋王⼦市 ⼤久保⼯務店株式会社
17335 ⼋王⼦市 株式会社 ⽇本タスクス
17336 ⼋王⼦市 東急スポーツ オアシス南⼤沢店
17337 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市農業協同組合由⽊⽀店
17338 ⼋王⼦市 ⼤和ﾊｳｽﾘﾌｫｰﾑ株式会社東⽇本⽀社南多摩営業所 南多摩出張所
17339 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈多摩養育園精華
17340 ⼋王⼦市 東京ガスイズミエナジー株式会社南⼋王⼦店
17341 ⼋王⼦市 こまぎの訪問看護ステーション天⾺ 北野営業所
17342 ⼋王⼦市 吉⽥鑑賞⿂販売株式会社
17343 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市資源循環部南⼤沢清掃事業所
17344 ⼋王⼦市 株式会社⽇本ケアサプライ
17345 ⼋王⼦市 ⽇本郵便㈱ ⼋王⼦南郵便局
17346 ⼋王⼦市 株式会社協栄エンタープライズ
17347 ⼋王⼦市 三幸医化学薬品株式会社
17348 ⼋王⼦市 三英印刷株式会社



17349 ⼋王⼦市 リオンサービスセンター株式会社
17350 ⼋王⼦市 トクテック有限会社⼋王⼦事業所
17351 ⼋王⼦市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社由⽊マイカーセンター
17352 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市農業協同組合⽚倉⽀店
17353 ⼋王⼦市 真理学園幼稚園
17354 ⼋王⼦市 株式会社ヤマデン
17355 ⼋王⼦市 東京スバル株式会社 南⼤沢店
17356 ⼋王⼦市 ミサワリフォーム株式会社⼋王⼦みなみ野店
17357 ⼋王⼦市 柚⽊武蔵野幼稚園
17358 ⼋王⼦市 株式会社ブライトケア
17359 ⼋王⼦市 渡部道路株式会社
17360 ⼋王⼦市 ⼀般財団法⼈⽇本品質保証機構
17361 ⼋王⼦市 出光リテール販売㈱ファインオイル東⽇本カンパニー
17362 ⼋王⼦市 東都⽣活協同組合⼋王⼦センター
17363 ⼋王⼦市 株式会社 坂本実業
17364 ⼋王⼦市 ⽂吾林造園株式会社東京⽀店
17365 ⼋王⼦市 ⿇⽣学園南多摩幼稚園
17366 ⼋王⼦市 （有）⽥畑造園
17367 ⼋王⼦市 アルフレッサ株式会社
17368 ⼋王⼦市 ネッツトヨタ多摩株式会社⼋王⼦⻄店
17369 ⼋王⼦市 有限会社 豊栄タイヤ商会
17370 ⼋王⼦市 株式会社ガリレオテクニカルワークス
17371 ⼋王⼦市 株式会社メディセオ⼋王⼦⽀店
17372 ⼋王⼦市 加藤設備⼯業株式会社
17373 ⼋王⼦市 萩⽣⽥観光株式会社
17374 ⼋王⼦市 ⽇新電⼦⼯業株式会社
17375 ⼋王⼦市 株式会社三洋プリント
17376 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ゆずの⽊多摩シルバーハウス
17377 ⼋王⼦市 株式会社ＡＮＤ ＭＯＲＥ⼋王⼦営業所
17378 ⼋王⼦市 アクラブ堀之内
17379 ⼋王⼦市 株式会社ぷりま 鑓⽔事業所
17380 ⼋王⼦市 東京シェルパック㈱多摩営業所
17381 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市 ⽔循環部⽔再⽣施設課
17382 ⼋王⼦市 株式会社加藤ガス設備
17383 ⼋王⼦市 東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社多摩ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
17384 ⼋王⼦市 株式会社ノシロ
17385 ⼋王⼦市 株式会社 都典礼
17386 ⼋王⼦市 トップインドアステージ多摩⾼⽊⼯業株式会社
17387 ⼋王⼦市 医療法⼈財団百葉の会健康倶楽部 北野
17388 ⼋王⼦市 東京⽇産⾃動⾞販売株式会社堀之内駅前店
17389 ⼋王⼦市 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Ｃａｒ南⼤沢店
17390 ⼋王⼦市 ⻘南建設株式会社⽚倉⼯場
17391 ⼋王⼦市 ⾼千穂精機株式会社



17392 ⼋王⼦市 学校法⼈ 中央⼤学
17393 ⼋王⼦市 おさひめ幼稚園
17394 ⼋王⼦市 学校法⼈ 帝京⼤学 付属幼稚園
17395 ⼋王⼦市 サンライズ幼稚園
17396 ⼋王⼦市 ネッツトヨタ多摩株式会社⼋王⼦由⽊店
17397 ⼋王⼦市 株式会社ホンダカーズ東京中央堀之内店
17398 ⼋王⼦市 ＤＣＭ ⼋王⼦みなみ野店
17399 ⼋王⼦市 株式会社 スリーボンド
17400 ⼋王⼦市 東京造形⼤学
17401 ⼋王⼦市 株式会社ほずみ
17402 ⼋王⼦市 有限会社 野崎建材
17403 ⼋王⼦市 東洋⽻⽑⾸都圏販売株式会社⻄東京営業所
17404 ⼋王⼦市 株式会社 柚⽊造園
17405 ⼋王⼦市 株式会社アオイ
17406 ⼋王⼦市 ⼤勝建設株式会社
17407 ⼋王⼦市 株式会社 アイム
17408 ⼋王⼦市 南⼤沢保健福祉センター
17409 ⼋王⼦市 医療法⼈⻘雲会北野台病院
17410 ⼋王⼦市 ＳＯＭＰＯケア株式会社ハッピーデイズ堀之内
17411 ⼋王⼦市 真栄測量株式会社
17412 ⼋王⼦市 ⼤成エレクトロニクス株式会社北野別館
17413 ⼋王⼦市 ダイドービバレッジサービス㈱多摩営業所
17414 ⼋王⼦市 株式会社ウイン・インタ−ナショナル
17415 ⼋王⼦市 東京消防庁第九消防⽅⾯本部消防救助機動部隊
17416 ⼋王⼦市 株式会社あさひ 関東オフィス
17417 ⼋王⼦市 有限会社 植松⼯業
17418 ⼋王⼦市 有限会社 百ふく浜寿し打越店
17419 ⼋王⼦市 株式会社 やまびこケアセンター
17420 ⼋王⼦市 ヤクモケアポートひな⿃⼭
17421 ⼋王⼦市 株式会社関東マツダ野猿街道店
17422 ⼋王⼦市 前⽥道路株式会社⻄東京合材⼯場
17423 ⼋王⼦市 株式会社イチネンアクセス多摩営業所
17424 ⼋王⼦市 東京消防庁⼋王⼦消防署由⽊分署
17425 ⼋王⼦市 有限会社 村野⼯業所
17426 ⼋王⼦市 株式会社アーネストワン⼋王⼦営業所
17427 ⼋王⼦市 株式会社スタック⼋王⼦営業所
17428 ⼋王⼦市 有限会社 加納塗装⼯業
17429 ⼋王⼦市 株式会社 九州屋
17430 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈ 美薗会絹の道デイサービスセンター
17431 ⼋王⼦市 ⼭野美容芸術短期⼤学
17432 ⼋王⼦市 宇⽥川電気⼯事株式会社鉄道電⼒部⼋王⼦作業所
17433 ⼋王⼦市 ネッツトヨタ多摩株式会社⼋王⼦堀之内店
17434 ⼋王⼦市 ネッツトヨタ多摩株式会社⼋王⼦北野店



17435 ⼋王⼦市 株式会社 勝沢重機
17436 ⼋王⼦市 医療法⼈社団永⽣会みなみ野病院
17437 ⼋王⼦市 ⻑沼幼稚園
17438 ⼋王⼦市 ⽇本道路株式会社⻄東京営業所
17439 ⼋王⼦市 株式会社エーデン
17440 ⼋王⼦市 東洋アルチタイト販売株式会社
17441 ⼋王⼦市 訪問看護ステーション とんぼ
17442 ⼋王⼦市 訪問看護ステーション いるか
17443 ⼋王⼦市 ⽇産⾦属株式会社
17444 ⼋王⼦市 有限会社 オリエンタル建装
17445 ⼋王⼦市 株式会社ビーアライブジャパン
17446 ⼋王⼦市 株式会社 リフォハウス
17447 ⼋王⼦市 ⽇⼯建設株式会社 多摩⽀店
17448 ⼋王⼦市 有限会社翔翼
17449 ⼋王⼦市 株式会社 マルチテクニカ
17450 ⼋王⼦市 北関東ペプシコーラ販売株式会社⼋王⼦⽀店
17451 ⼋王⼦市 東京⽇産⾃動⾞販売株式会社⼋王⼦みなみ野店
17452 ⼋王⼦市 都築⽊材株式会社
17453 ⼋王⼦市 パルスモ株式会社⼋王⼦営業所
17454 ⼋王⼦市 社会福祉法⼈多摩養育園光 華
17455 ⼋王⼦市 株式会社パルライン南⼤沢センター
17456 ⼋王⼦市 株式会社 福安⼯務店
17457 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 洋光会ケアプラン わかば
17458 ⼋王⼦市 ダイハツ東京販売（株）堀之内店
17459 ⼋王⼦市 介護⽼⼈保健施設南⼤沢ホロス由⽊
17460 ⼋王⼦市 株式会社サカエ ⼋王⼦営業所
17461 ⼋王⼦市 株式会社 仙台銘板
17462 ⼋王⼦市 株式会社⽇本ピスコ⼋王⼦営業所
17463 ⼋王⼦市 株式会社ホンダカーズ東京中央南⼤沢店
17464 ⼋王⼦市 坂⻄精機株式会社
17465 ⼋王⼦市 京王建設株式会社 打越事務所
17466 ⼋王⼦市 ⽔越設備株式会社
17467 ⼋王⼦市 株式会社 中村製材所
17468 ⼋王⼦市 トヨタモビリティ東京株式会社堀之内店
17469 ⼋王⼦市 株式会社ザイマックス MF⼋王⼦
17470 ⼋王⼦市 （株）ＷＩＴＨフローリング
17471 ⼋王⼦市 株式会社 ⼭櫻 ⼋王⼦の森⼯場
17472 ⼋王⼦市 株式会社 ドリーム
17473 ⼋王⼦市 ブリヂストンタイヤジャパン（株東京カンパニー⼋王⼦営業所
17474 ⼋王⼦市 フジトロン株式会社
17475 ⼋王⼦市 ミサワホームイング株式会社南⼤沢店
17476 ⼋王⼦市 三本珈琲 ⼋王⼦⽀店
17477 ⼋王⼦市 アサヒ飲料販売株式会社



17478 ⼋王⼦市 ネッツトヨタ多摩株式会社⼋王⼦みなみ野店
17479 ⼋王⼦市 （株）タカゾノ 多摩営業所
17480 ⼋王⼦市 東京特殊⾞体（株）
17481 ⼋王⼦市 株式会社ガスパル⼋王⼦販売所
17482 ⼋王⼦市 訪問看護ステーションめだか
17483 ⼋王⼦市 有限会社 オカピー
17484 ⼋王⼦市 デュプロ株式会社多摩営業所
17485 ⼋王⼦市 パラマウントケアサービス㈱多摩センター
17486 ⼋王⼦市 国際経営株式会社⼋王⼦営業所
17487 ⼋王⼦市 ツクイ⼋王⼦⽚倉
17488 ⼋王⼦市 株式会社 ⼩椋組
17489 ⼋王⼦市 株式会社 イズミ環境
17490 ⼋王⼦市 ⼤和リビング株式会社東京⽀店南多摩営業所
17491 ⼋王⼦市 ⼤和ハウス⼯業株式会社南多摩⽀店
17492 ⼋王⼦市 医療法⼈社団永⽣会グリーングラス南⼤沢クリニック
17493 ⼋王⼦市 有限会社カネショウ
17494 ⼋王⼦市 株式会社みやび
17495 ⼋王⼦市 藤ビルメンテナンス株式会社⼋王⼦⽀店
17496 ⼋王⼦市 ＫＶＳ株式会社ボルボカー⼋王⼦
17497 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市医師会⽴訪問看護ステーションサテライト東
17498 ⼋王⼦市 株式会社ライン企画
17499 ⼋王⼦市 学校法⼈⾦⼦学園 武蔵野幼稚園
17500 ⼋王⼦市 ⽇野⾃動⾞株式会社
17501 ⼋王⼦市 幼体連スポーツクラブ
17502 ⼋王⼦市 株式会社富⼠交通研究所⻑沼事業所
17503 ⼋王⼦市 株式会社ケイズエアシステム
17504 ⼋王⼦市 株式会社ユタカ産業三多摩⽀店
17505 ⼋王⼦市 株式会社ジェイレンタル
17506 ⼋王⼦市 株式会社⽇総建⼋王⼦作業所
17507 ⼋王⼦市 リハビリデイサービス「笑う⾨」
17508 ⼋王⼦市 株式会社シトン
17509 ⼋王⼦市 テックランドビバホーム⼋王⼦多摩美⼤前店
17510 ⼋王⼦市 ⽇昭株式会社 ⻄東京⽀店
17511 ⼋王⼦市 株式会社オートピア
17512 ⼋王⼦市 株式会社ミマキエンジニアリング⻄東京営業所
17513 ⼋王⼦市 株式会社 カイシン 本社
17514 ⼋王⼦市 株式会社タイアップ
17515 ⼋王⼦市 株式会社⽇動計画⼋王⼦営業所
17516 ⼋王⼦市 優ケアステーション有限会社
17517 ⼋王⼦市 株式会社きらぼし銀⾏百草・堀之内⽀店
17518 ⼋王⼦市 有限会社 ⼭重電⼯
17519 ⼋王⼦市 医療法⼈社団 愛友会中濱クリニック
17520 ⼋王⼦市 株式会社アップス



17521 ⼋王⼦市 ロイヤルハウジング株式会社南⼤沢駅前ショップ
17522 ⼋王⼦市 株式会社 美多加堂
17523 ⼋王⼦市 株式会社ｱｰｸﾗﾝｽﾞｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ⼋王⼦多摩美⼤前店
17524 ⼋王⼦市 三協ライン株式会社
17525 ⼋王⼦市 デイサービスこんぺいとう
17526 ⼋王⼦市 株式会社創研 ⼋王⼦⽀店
17527 ⼋王⼦市 神奈川中央住宅株式会社みなみ野営業所
17528 ⼋王⼦市 株式会社ピーライフ
17529 ⼋王⼦市 株式会社 修建
17530 ⼋王⼦市 株式会社 建設技術センター
17531 ⼋王⼦市 株式会社 クレタス
17532 ⽴川市 警視庁（他13） 
17546 ⽴川市 株式会社東京トップサービス
17547 ⽴川市 株 トヨタ東京教育センタートヨタドライビングスクール東京
17548 ⽴川市 東京ガスネットワーク株式会社
17549 ⽴川市 東京電⼒パワーグリッド（株）⽴川⽀社
17550 ⽴川市 コンパスデンタルクリニック⽴川
17551 ⽴川市 株式会社カワグチオートサービス
17552 ⽴川市 東京消防庁 ⽴川消防署
17553 ⽴川市 東京スバル株式会社 ⽴川中古⾞センター
17554 ⽴川市 株式会社⽴⾶ホールディングス
17555 ⽴川市 中央ビルサービス株式会社
17556 ⽴川市 トヨタモビリティ東京株式会社⽴川店
17557 ⽴川市 警視庁⽴川警察署
17558 ⽴川市 ㈱⽇⽴システムズフィールドサービス
17559 ⽴川市 渡辺パイプ㈱東京⻄設備サービスセンター
17560 ⽴川市 東京地⽅検察庁⽴川⽀部
17561 ⽴川市 ⽇産東京販売株式会社⽴川サンシャインパーク店
17562 ⽴川市 ⽇産東京販売株式会社⽴川店
17563 ⽴川市 タイムズサービス株式会社東京⻄⽀店
17564 ⽴川市 ⽥中電設⼯業株式会社
17565 ⽴川市 ㈱横浜銀⾏ ⽴川⽀店
17566 ⽴川市 ㈱栃⽊屋多摩営業所
17567 ⽴川市 砂川建設株式会社
17568 ⽴川市 株式会社りそな銀⾏⽴川⽀店
17569 ⽴川市 東京ガスライフバル多摩中央（株
17570 ⽴川市 （株）ホンダカーズ東京中央⽴川⻄店
17571 ⽴川市 ⽴川給⾷㈱
17572 ⽴川市 渡辺パイプ株式会社⽴川サービスセンター
17573 ⽴川市 株式会社 三菱ＵＦＪ銀⾏⽴川⽀店
17574 ⽴川市 野村証券株式会社 ⽴川⽀店
17575 ⽴川市 市村酸素株式会社
17576 ⽴川市 株式会社 ジャックス東京⻄⽀店



17577 ⽴川市 布⻲株式会社布⻲マザーケア
17578 ⽴川市 ㈱ツクイ⽴川営業所
17579 ⽴川市 株式会社 きらぼし銀⾏⽴川⽀店
17580 ⽴川市 （株）髙島屋⽴川店
17581 ⽴川市 中川産業株式会社
17582 ⽴川市 住友不動産株式会社新築そっくりさん事業本部
17583 ⽴川市 三多摩⾷糧卸協同組合
17584 ⽴川市 前⽥⾦属⼯業株式会社
17585 ⽴川市 （株）東栄住宅⽴川営業所
17586 ⽴川市 超⾳波⼯業株式会社
17587 ⽴川市 ⾼砂熱学⼯業（株）多摩営業所
17588 ⽴川市 フクシマガリレイ株式会社
17589 ⽴川市 ⽇本新薬株式会社 東京⽀店多摩営業所
17590 ⽴川市 中村建設株式会社
17591 ⽴川市 イオンプロダクトファイナンス㈱
17592 ⽴川市 ⼤和ハウス賃貸リフォーム（株）東京⻄営業所
17593 ⽴川市 株式会社みずほ銀⾏ ⽴川⽀店
17594 ⽴川市 ㈱メイテック⼋王⼦エンジニアリングセンター
17595 ⽴川市 株式会社コロナ⽴川営業所
17596 ⽴川市 三井住友信託銀⾏株式会社⽴川⽀店
17597 ⽴川市 株式会社弘久社
17598 ⽴川市 ダイキンＨＶＡＣソリューション東京株式会社
17599 ⽴川市 フクダ電⼦東京⻄販売株式会社
17600 ⽴川市 （株）レオパレス２１⻄東京⽀店
17601 ⽴川市 マサモト（株）
17602 ⽴川市 株式会社 セレモア
17603 ⽴川市 株式会社 オオタケ
17604 ⽴川市 東京スバル株式会社 ⽴川店
17605 ⽴川市 陸上⾃衛隊 地理情報隊本部管理中隊
17606 ⽴川市 富⼠建物管理株式会社
17607 ⽴川市 中島建設株式会社
17608 ⽴川市 (株)ブルボン⻄東京出張所
17609 ⽴川市 ㈱スポーツライフプラネッッ
17610 ⽴川市 ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ城⻄㈱城⻄⽀社⽴川⽀店
17611 ⽴川市 ダスキンムサシノ 第⼀⽀店
17612 ⽴川市 ラディックス（株）⽴川営業所
17613 ⽴川市 ㈱ユニマットライフ東テレ事業所
17614 ⽴川市 株式会社 キャプティ
17615 ⽴川市 多摩信⽤⾦庫南⼝⽀店
17616 ⽴川市 （株）コマツホーム
17617 ⽴川市 三⽟環境株式会社
17618 ⽴川市 吉富薬品株式会社多摩営業所
17619 ⽴川市 こくみん共済coop〈全労済〉東京推進本部多摩⽀所



17620 ⽴川市 ⽴川市役所
17621 ⽴川市 ⽇本⽣命保険相互会社東京⻄⽀店
17622 ⽴川市 岩崎倉庫（株）
17623 ⽴川市 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社⽴川店
17624 ⽴川市 陸上⾃衛隊⽴川駐屯地業務隊
17625 ⽴川市 インベイックス株式会社⽴川⽀店
17626 ⽴川市 株式会社 裕企画 PM事業部
17627 ⽴川市 学校法⼈ ⼤貫学園 ⼦供の国若草幼稚園
17628 ⽴川市 ⾅井燃料
17629 ⽴川市 株式会社東京商⼯リサーチ
17630 ⽴川市 ⼤和冷機⼯業（株）⽴川営業所
17631 ⽴川市 旭化成リフォーム（株）東京⻄営業所
17632 ⽴川市 協⽴電業㈱
17633 ⽴川市 アズビル㈱ ビルシステムカンパニー⽴川営業所
17634 ⽴川市 （株）⼭梨中央銀⾏ ⽴川⽀店
17635 ⽴川市 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン
17636 ⽴川市 シントミフーズ株式会社
17637 ⽴川市 神⽥通信機（株）⽴川⽀店
17638 ⽴川市 東京都警察情報通信部多摩通信⽀部
17639 ⽴川市 （株）ユアテック ⽴川営業所
17640 ⽴川市 多摩信⽤⾦庫 本店
17641 ⽴川市 ＹＫＫＡＰ（株）
17642 ⽴川市 （株）協和⽇成東京⻄事業所
17643 ⽴川市 株式会社ハウステック
17644 ⽴川市 （株）島津アクセス
17645 ⽴川市 株式会社はせがわ⽴川店
17646 ⽴川市 ⼤⻄建設（株）
17647 ⽴川市 （株）渡辺製麺
17648 ⽴川市 陸上⾃衛隊東⽴川駐屯地業務隊
17649 ⽴川市 ⼩室ホールディングス（株）
17650 ⽴川市 公益財団法⼈東京都農林⽔産振興財団
17651 ⽴川市 損保ジャパン⽇本興亜保険サービス㈱
17652 ⽴川市 株式会社ワンダー東京多摩営業所
17653 ⽴川市 ㈱円グループ
17654 ⽴川市 （株）⽇本ケアサプライ⽴川営業所
17655 ⽴川市 三井ﾎｰﾑ㈱東京ｵｰﾅｰｻﾎﾟｰﾄ部東京⻄リフォーム営業室
17656 ⽴川市 （株）武建設
17657 ⽴川市 東京都多摩環境事務所
17658 ⽴川市 富⼠フイルムヘルスケアシステムズ株式会社
17659 ⽴川市 ㈱サードアイズ
17660 ⽴川市 （株）北信⼯ 東京⽀店
17661 ⽴川市 ⽇本カーソリューションズ㈱
17662 ⽴川市 コニカミノルタジャパン株式会社ヘルスケアカンパニー



17663 ⽴川市 ㈱群⾺銀⾏⽴川⽀店
17664 ⽴川市 東信産業（株）流通センター
17665 ⽴川市 （株）スズキ⾃販南東京アリーナ⽴川
17666 ⽴川市 東京都北多摩北部建設事務所
17667 ⽴川市 サッポロビール株式会社⾸都圏本部⻄東京⽀社
17668 ⽴川市 （株）⼀如社
17669 ⽴川市 ㈱パロマ⽴川営業所
17670 ⽴川市 化研マテリアル株式会社
17671 ⽴川市 アサヒサンクリーン（株）⽴川営業所
17672 ⽴川市 ㈱エコワス
17673 ⽴川市 （株）東建社
17674 ⽴川市 三井住友海上あいおい⽣命保険（株）東京⻄⽣保⽀社
17675 ⽴川市 （株）サビアコーポレーション
17676 ⽴川市 ⽇研トータルソーシグ㈱⽴川営業所
17677 ⽴川市 ⽇本テクノ㈱⽴川営業所
17678 ⽴川市 株式会社ジャスト・プラン多摩事業所
17679 ⽴川市 ⼋重洲⼯業（株）
17680 ⽴川市 綜合警備保障（株）多摩⽀社
17681 ⽴川市 三菱ＵＦＪ信託銀⾏（株）⽴川⽀店
17682 ⽴川市 中外製薬㈱ 東京多摩⽀店
17683 ⽴川市 橋本総業（株）多摩⽀店
17684 ⽴川市 東京都多摩建築指導事務所
17685 ⽴川市 柏⽊商事（株）⽴川営業所
17686 ⽴川市 ㈱クリエイト⽴川営業所
17687 ⽴川市 東京地⽅裁判所 ⽴川⽀部
17688 ⽴川市 株式会社 キンライサー
17689 ⽴川市 ⽇本賃貸保証株式会社 ⽴川⽀店
17690 ⽴川市 多摩運送（株）
17691 ⽴川市 ㈱ くらしの友⽴川センター
17692 ⽴川市 株式会社ＵＲコミュニティ北多摩住まいセンター
17693 ⽴川市 多摩信⽤⾦庫価値創造事業部
17694 ⽴川市 東京都農業振興事務所
17695 ⽴川市 中央労働⾦庫⽴川⽀店
17696 ⽴川市 （⼀財）東京都交通安全協会道路使⽤適正課（⽴川分室）
17697 ⽴川市 （株）トーヨー⽴川営業所
17698 ⽴川市 ヒューマンヤード株式会社
17699 ⽴川市 （株）⽴川紙業
17700 ⽴川市 株式会社JPMCシンエイ
17701 ⽴川市 トヨタホーム東京㈱
17702 ⽴川市 ㈱地域保健企画
17703 ⽴川市 ＳＭＢＣ⽇興證券株式会社⽴川⽀店
17704 ⽴川市 東京スバル株式会社⽴川業販センター
17705 ⽴川市 ＴＭＥＳ株式会社



17706 ⽴川市 エコア（株）東京事業所
17707 ⽴川市 三井不動産リアルティ㈱⽴川センター
17708 ⽴川市 有限会社 興和⼟建
17709 ⽴川市 株式会社ユニティエレック
17710 ⽴川市 東芝エレベーター（株）⻄東京⽀店
17711 ⽴川市 新明電材株式会社⽴川営業所
17712 ⽴川市 宗教法⼈ 真如苑
17713 ⽴川市 株式会社⾃然教育研究センター
17714 ⽴川市 株式会社ウェルネスフロンティアジョイリハ⽴川
17715 ⽴川市 陸上⾃衛隊 東部⽅⾯ヘリコプター隊第⼀⾶⾏隊
17716 ⽴川市 陸上⾃衛隊 東部⽅⾯ヘリコプター隊第⼆⾶⾏隊
17717 ⽴川市 陸上⾃衛隊 東部⽅⾯航空隊本部付隊
17718 ⽴川市 陸上⾃衛隊 東部⽅⾯ヘリコプター隊本部付隊
17719 ⽴川市 陸上⾃衛隊 ⽴川駐屯地第⼀⾶⾏隊
17720 ⽴川市 陸上⾃衛隊 東部⽅⾯管制気象隊基地隊
17721 ⽴川市 陸上⾃衛隊 東部⽅⾯航空野整備隊
17722 ⽴川市 ミサワホーム（株）東京⽀社多摩⽀店
17723 ⽴川市 ⽇本電⼦株式会社東京第⼆事務所
17724 ⽴川市 旭化成ﾎｰﾑｽﾞ㈱東京ｵｰﾅｰｻｰﾋﾞｽ部東京⻄ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ課
17725 ⽴川市 福永紙⼯（株）
17726 ⽴川市 （株）ドリーミー
17727 ⽴川市 航空⾃衛隊航空中央⾳楽隊
17728 ⽴川市 地理情報隊 地誌中隊
17729 ⽴川市 富⼠フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）
17730 ⽴川市 財団法⼈ 東京顕微鏡院
17731 ⽴川市 （株）ニチベイ 多摩営業所
17732 ⽴川市 浅⽥興業（株）
17733 ⽴川市 富⼠フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）
17734 ⽴川市 （株）タチカワ建設
17735 ⽴川市 （株）サンゲツ東京⽀社多摩営業所
17736 ⽴川市 損害保険ジャパン㈱⻄東京⽀店
17737 ⽴川市 （公財）献⾎供給事業団⽴川⽀所
17738 ⽴川市 介護⽼⼈保健施設国⽴あおやぎ苑 ⽴川
17739 ⽴川市 ワタミ株式会社宅⾷事業部東京⽴川営業所
17740 ⽴川市 （株）⽴⾶リアルエステート
17741 ⽴川市 ⼤和興産（株）
17742 ⽴川市 MS曙株式会社
17743 ⽴川市 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 ⽴川⽀社
17744 ⽴川市 ㈱名給 ⽴川営業所
17745 ⽴川市 ⼤東建託パートナーズ(株)⽴川営業所
17746 ⽴川市 ニチハ（株）⻄東京営業所
17747 ⽴川市 ビセラル（株）多摩営業所
17748 ⽴川市 東京海上⽇動調査サービス（株）東京事業所 多摩調査オフィス



17749 ⽴川市 旭化成ホームズ株式会社東京⻄⽀店
17750 ⽴川市 ダイハツ東京販売（株）Ｄモール⽴川ポテトロード店
17751 ⽴川市 キッセイ薬品⼯業（株）東京⽀店 多摩営業所
17752 ⽴川市 （有）渡辺⼯業
17753 ⽴川市 株式会社 ⽯松
17754 ⽴川市 エレコム株式会社
17755 ⽴川市 特定⾮営利活動法⼈いもっこの会
17756 ⽴川市 （株）⻄原商会関東 ⽴川営業所
17757 ⽴川市 アイディホーム株式会社⽴川営業所
17758 ⽴川市 アサヒビール㈱
17759 ⽴川市 ホシザキ東京（株）⽴川営業所
17760 ⽴川市 東京海上⽇動⽕災保険（株）⻄東京⽀店
17761 ⽴川市 ⽇本総合住⽣活（株）東京⽀社北多摩⽀店
17762 ⽴川市 リコージャパン㈱
17763 ⽴川市 多摩ケンソー⼯業（株）
17764 ⽴川市 株式会社ガモウ ⽴川⽀店
17765 ⽴川市 社会福祉法⼈ 欅会特別養護⽼⼈ホーム ⻄砂ホーム
17766 ⽴川市 あいおいニッセイ同和損害保険（株）東京⻄⽀店⽴川⽀社
17767 ⽴川市 ⼤東建託（株）⽴川⽀店
17768 ⽴川市 住宅情報館株式会社
17769 ⽴川市 トモプロ㈱多摩営業所
17770 ⽴川市 前⽥道路株式会社多摩営業所
17771 ⽴川市 全国農業協同組合連合会東京都本部
17772 ⽴川市 タイムズ２４株式会社東京⻄⽀店
17773 ⽴川市 （有）百武建設
17774 ⽴川市 株式会社ハーフ・センチュリー・モアサンシティ⽴川昭和記念公園
17775 ⽴川市 ダイハツ東京販売㈱⽇野橋店
17776 ⽴川市 株式会社ローソン北多摩⽀店
17777 ⽴川市 ⽇成ビルド⼯業株式会社⽴川⽀店
17778 ⽴川市 三井⼯業（株）
17779 ⽴川市 飯⽥ホームトレードセンター㈱
17780 ⽴川市 （有）須崎樹苗
17781 ⽴川市 パナソニックホームズ多摩㈱
17782 ⽴川市 ㈱荏原製作所 多摩⽀店
17783 ⽴川市 シャープサポートアンドサービス㈱⻄東京フィールドセンター
17784 ⽴川市 陸上⾃衛隊 東⽴川駐屯地地理情報隊 測図中隊
17785 ⽴川市 松浦商事（株）
17786 ⽴川市 東京みどり農業協同組合幸町⽀店
17787 ⽴川市 ⼤塚製薬株式会社 東京⽀店⽴川出張所
17788 ⽴川市 陸上⾃衛隊東⽴川駐屯地地理情報隊複製補給中隊
17789 ⽴川市 東京都⾚⼗字⾎液センター⽴川事業所
17790 ⽴川市 ⼀般社団法⼈ ⽇本⾃動⾞連盟東京⽀部 ⽴川基地
17791 ⽴川市 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱



17792 ⽴川市 株式会社ジェイコム東京 多摩局
17793 ⽴川市 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株）
17794 ⽴川市 警視庁職員信⽤組合⽴川⽀店
17795 ⽴川市 航空⾃衛隊航空安全管理隊
17796 ⽴川市 陸上⾃衛隊東⽴川駐屯地理情報隊電⼦地図中隊
17797 ⽴川市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社多摩電材（営）
17798 ⽴川市 コーザイ（株）⽴川営業所
17799 ⽴川市 帝⼈ヘルスケア株式会社
17800 ⽴川市 エス・イー・シーエレベーター㈱
17801 ⽴川市 （株）⽴川臨床医学研究所
17802 ⽴川市 （株）ヨシダ ⽴川営業所
17803 ⽴川市 帝⼈ヘルスケア株式会社多摩東⽀店
17804 ⽴川市 東京都下⽔道局流域下⽔道本部
17805 ⽴川市 （株）タイセイ・ハウジー⽴川営業所
17806 ⽴川市 医療法⼈社団さいわいこどもクリニック
17807 ⽴川市 株式会社ソニック
17808 ⽴川市 ㈱ＮＴＴ東⽇本 南関東
17809 ⽴川市 （株）ワタナベ
17810 ⽴川市 富⼠フイルムヘルスケア（株）⻄東京営業所
17811 ⽴川市 （株）消防弘済会
17812 ⽴川市 （株）セーコー⾃動⾞⼯業
17813 ⽴川市 （有）⼩林養樹園
17814 ⽴川市 ⼆⾒建材興業（有）
17815 ⽴川市 東⽇本電気エンジニアリング㈱⼋王⼦⽀社⼋王⼦信通SC
17816 ⽴川市 共栄⽕災海上保険（株）⽴川⽀社
17817 ⽴川市 （有）梅⽥商店
17818 ⽴川市 ＳＭＣ（株）⻄東京営業所
17819 ⽴川市 ソレキア（株）⾸都圏１−２ＣＳ部
17820 ⽴川市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾊｳｼﾞﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株）
17821 ⽴川市 多摩新興（株）
17822 ⽴川市 東京都多摩⽴川保健所
17823 ⽴川市 東京都信⽤農業協同組合連合会本店
17824 ⽴川市 フジテック㈱⽴川サービスセンター
17825 ⽴川市 ＴＯＴＯ㈱⻄東京⽀店多摩営業所
17826 ⽴川市 （株）アイクスユニオン
17827 ⽴川市 （株）ヤマヲ
17828 ⽴川市 （株）ウッドワン多摩営業所
17829 ⽴川市 東⽇本電気エンジニアリング㈱⼋王⼦⽀社⼋王⼦電⼒SC
17830 ⽴川市 三井住友海上⽕災保険（株）東京⻄⽀店
17831 ⽴川市 （株）⼤城興業
17832 ⽴川市 フジッコ株式会社⻄東京営業所
17833 ⽴川市 ㈱ファミリーマート東⽇本エリア本部東京第３リージョン⽴川営業
17834 ⽴川市 富⼠フイルムメディカルサービスソリューション(株)



17835 ⽴川市 旭化成ファーマ（株）多摩営業所
17836 ⽴川市 （株）ツムラ ⽴川営業所
17837 ⽴川市 （株）佐藤組
17838 ⽴川市 全国共済農業協同組合連合会東京都本部
17839 ⽴川市 あいおいニッセイ同和損害調査㈱
17840 ⽴川市 東芝ﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社多摩ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
17841 ⽴川市 トーソー（株）多摩営業所
17842 ⽴川市 （株）⽴⾶サービス
17843 ⽴川市 あいおいニッセイ同和損害保険㈱
17844 ⽴川市 Dynabook多摩情報機器（株）
17845 ⽴川市 アズサイエンス株式会社科学⻄東京営業所
17846 ⽴川市 扶桑薬品⼯業株式会社東京第⼀⽀店⽴川分室
17847 ⽴川市 ㈱ハウスメイトマネジメント⽴川⽀店
17848 ⽴川市 渡辺パイプ㈱⽴川電⼯サービスセンター
17849 ⽴川市 ＩＤＥＣ㈱多摩営業所
17850 ⽴川市 参天製薬（株）東京第４営業所
17851 ⽴川市 たましんリース（株）
17852 ⽴川市 （株）カントー 多摩⽀店
17853 ⽴川市 株式会社エクシオモバイル多摩技術センタ
17854 ⽴川市 メック（株）東京営業所
17855 ⽴川市 （株）藤和ハウス ⽴川店
17856 ⽴川市 株式会社⾼⽊⼯務店
17857 ⽴川市 （株）三越伊勢丹 伊勢丹⽴川店
17858 ⽴川市 社会福祉法⼈にんじんの会にんじん・⽴川
17859 ⽴川市 東⽇本旅客鉄道㈱⼋王⼦⽀社⼋王⼦電⼒技術センター⽴川メン
17860 ⽴川市 オムロン（株）⽴川営業所
17861 ⽴川市 ＣＫＤ（株）⽴川営業所
17862 ⽴川市 ㈱テクノ菱和⻄東京営業所
17863 ⽴川市 すながわ相互診療所
17864 ⽴川市 ⼤和ハウスリフォーム株式会社東⽇本⽀社 東京⻄営業所
17865 ⽴川市 株式会社 梅の花 ⽴川店
17866 ⽴川市 コロナテクニカルサービス（株）⽴川営業所
17867 ⽴川市 社団法⼈ ⽴川市シルバー⼈材センター
17868 ⽴川市 ㈱東京海上⽇動パートナーズＴＯＫＩＯ⻄東京⽀店
17869 ⽴川市 旭化成住宅建設㈱東京事業部東京⻄事業所
17870 ⽴川市 株式会社ドコモＣＳ多摩⽀店
17871 ⽴川市 ㈱東栄住宅 事業開発本部
17872 ⽴川市 株式会社 ＬＩＸＩＬ⽴川拠点
17873 ⽴川市 ⽇本カルミック株式会社⽴川オフィス
17874 ⽴川市 ㈱⽩⽊⼟建
17875 ⽴川市 東京都⽔道局 多摩⽔道改⾰推進本部
17876 ⽴川市 （株）三井住友銀⾏多摩法⼈営業部
17877 ⽴川市 ㈱⽴⾶プロパティマネジメント



17878 ⽴川市 ＪＡＥ⼋紘（株）
17879 ⽴川市 クリナップ（株）多摩営業所
17880 ⽴川市 株式会社アーキテクトディベロッパー
17881 ⽴川市 シーメンスヘルスケア（株）多摩営業所
17882 ⽴川市 ㈱ネットワークサービス
17883 ⽴川市 （株）いなげや
17884 ⽴川市 NTTアノードエナジー株式会社
17885 ⽴川市 ミサワホームイング株式会社⽴川店
17886 ⽴川市 株式会社三栄建築設計メルディア⽴川
17887 ⽴川市 （株）ゼンリン ⽴川営業所
17888 ⽴川市 京王観光（株）⽴川⽀店
17889 ⽴川市 東京⽔道㈱⽴川管路管理事業所
17890 ⽴川市 シーデーピージャパン㈱⽴川⽀店
17891 ⽴川市 ⾠⺒産業（株）⽴川営業所
17892 ⽴川市 タカラスタンダード（株）⽴川営業所
17893 ⽴川市 緑屋テクノ株式会社
17894 ⽴川市 ステラグループ株式会社
17895 ⽴川市 社会福祉法⼈⽴川市社会福祉協議会
17896 ⽴川市 ネッツトヨタ多摩（株）⽴川店
17897 ⽴川市 ⽇新⽕災海上保険（株）多摩サービス⽀店
17898 ⽴川市 （株）ミ−トコンパニオン
17899 ⽴川市 （株）アスティーク
17900 ⽴川市 株式会社ＹＡＺＡＷＡ ＬＵＭＢＥＲ
17901 ⽴川市 損害保険ジャパン㈱
17902 ⽴川市 東芝テック（株）東京⻄⽀店
17903 ⽴川市 （株）⽥島
17904 ⽴川市 （有）多摩クリーン．サービス
17905 ⽴川市 (株)⼩島 ⽔道ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部⽴川事業所
17906 ⽴川市 株式会社アイデム
17907 ⽴川市 レオパレスセンター⽴川
17908 ⽴川市 （株）ホンダ東京⻄⽴川店
17909 ⽴川市 （株）多摩アロー
17910 ⽴川市 （株）葵環境開発
17911 ⽴川市 ㈱マイナビ ⻄東京⽀社
17912 ⽴川市 アサヒドラフトマーケティング（株）⾸都圏第⼀⽀社⻄東京⽀店
17913 ⽴川市 ニプロ株式会社
17914 ⽴川市 ＮＴＴﾃﾞｰﾀｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽﾃｸﾉﾛｼﾞ(株)⽴川サービスセンタ
17915 ⽴川市 積⽔ハウス不動産東京（株）⽴川賃貸営業所
17916 ⽴川市 （有）志賀⼯務店
17917 ⽴川市 東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ｴﾘｱ統括部⾸都圏⽀社⽴川事業所
17918 ⽴川市 パナソニックリビング⾸都圏・関東（株）⻄東京⽀店
17919 ⽴川市 （株）ＮＴＴ東⽇本−南関東東京事業部 東京⻄⽀店
17920 ⽴川市 セコム株式会社



17921 ⽴川市 エヌエヌ⽣命保険株式会社⽴川営業部
17922 ⽴川市 パナソニックエイジフリーケアセンター⽴川柏町
17923 ⽴川市 三和シャッター⼯業（株）⽴川営業所
17924 ⽴川市 ダイドービバレッジサービス㈱
17925 ⽴川市 邦英建設（株）
17926 ⽴川市 ⽇本綜合警備㈱
17927 ⽴川市 ＮＥＣフィールディング（株）東京⽀社 ⻄東京⽀店
17928 ⽴川市 （株）ローソン南多摩⽀店
17929 ⽴川市 国⼟交通省関東地⽅整備局国営昭和記念公園事務所
17930 ⽴川市 （株）⼩泉 多摩⽴川営業所
17931 ⽴川市 （株）ホンダカーズ東京中央⽴川店
17932 ⽴川市 （株）⽇本アクセス東京⻄⽀店
17933 ⽴川市 ユーシーシーフーヅ（株）⽴川⽀店
17934 ⽴川市 理想科学⼯業（株）理想⽴川⽀店
17935 ⽴川市 交通システム電機（株）
17936 ⽴川市 東京セキスイハイム株式会社
17937 ⽴川市 井上事務機（株）
17938 ⽴川市 ㈱⼋神製作所⽴川営業所
17939 ⽴川市 ⽇本郵便㈱⽴川郵便局
17940 ⽴川市 ㈱ 南興業
17941 ⽴川市 寺岡オート・ドアシステム（株）⽴川営業所
17942 ⽴川市 アイホン（株）多摩営業所
17943 ⽴川市 内野建設（株）
17944 ⽴川市 CIPSアドバンス㈱
17945 ⽴川市 ㈱アキュラホーム東京中央東京⻄⽀店
17946 ⽴川市 （株）サイサン ⽴川営業所
17947 ⽴川市 ローレルバンクマシン株式会社⽴川営業所
17948 ⽴川市 ⼤鵬薬品⼯業（株）東京⽀店 ⽴川出張所
17949 ⽴川市 ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社⽴川⽀店
17950 ⽴川市 ㈱エネアーク関東
17951 ⽴川市 がんこフードサービス（株）
17952 ⽴川市 株式会社ライズウェル
17953 ⽴川市 （株）ホンダカーズ東京中央⽇野橋店
17954 ⽴川市 ⽇本電⼦インスツルメンツ株式会社
17955 ⽴川市 ネオス（株）東京⻄営業所
17956 ⽴川市 沢井製薬（株）東京⻄営業所
17957 ⽴川市 株式会社ﾐﾆﾃｯｸ⽴川店
17958 ⽴川市 株式会社 杉孝⻄東京営業所
17959 ⽴川市 ⽇医⼯株式会社
17960 ⽴川市 （株）⼤塚製薬⼯場⽴川出張所
17961 ⽴川市 ⽴川バス株式会社
17962 ⽴川市 ジェイアンドエス保険サービス㈱
17963 ⽴川市 (株)ツムラ ⼋王⼦営業所



17964 ⽴川市 ㈱ファミリーマート⻘梅営業所
17965 ⽴川市 キャノンシステムアンドサポート㈱⽴川サービスセンター
17966 ⽴川市 エスビー⾷品（株）⾸都圏⻄部ビジネスユニット
17967 ⽴川市 （有）岡⼭ランドリー
17968 ⽴川市 多摩都市モノレール株式会社
17969 ⽴川市 （株）コイヌマ
17970 ⽴川市 京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱
17971 ⽴川市 学校法⼈⾬宮学園みたから幼稚園
17972 ⽴川市 ㈱グローリーテクノ２４⽴川出張所
17973 ⽴川市 住友林業㈱住宅・建築事業本部多摩⽀店
17974 ⽴川市 富⼠フイルムメディカル（株）
17975 ⽴川市 三恵建設（株）
17976 ⽴川市 持⽥製薬（株）
17977 ⽴川市 ネッツトヨタ多摩（株）⽴川南店
17978 ⽴川市 東京都住宅供給公社⽴川窓⼝センター
17979 ⽴川市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱⽴川⽀店
17980 ⽴川市 ⼤東建託リーシング株式会社⽴川店
17981 ⽴川市 東⽴塗装⼯業㈱
17982 ⽴川市 セコム（株）テクノ事業本部 ⻄東京⽀所
17983 ⽴川市 ＮＴＴインフラネット㈱東京⽀店
17984 ⽴川市 （有）わらしべ
17985 ⽴川市 ⿇⽣⼯業（有）
17986 ⽴川市 エクシオグループ㈱⽴川ＮＷＥセンタ
17987 ⽴川市 ブリヂストンサイクル㈱⽴川営業所
17988 ⽴川市 ⽴川拘置所
17989 ⽴川市 有限会社加藤光弘商店
17990 ⽴川市 旭化成ホームズ（株）東京⻄⽀店
17991 ⽴川市 リック株式会社 ⽴川営業所
17992 ⽴川市 東京⽔道（株）多摩⽔道技術本部管路設計課
17993 ⽴川市 ⼤和リビング（株）多摩営業所
17994 ⽴川市 東建コーポレーション（株）⽴川⽀店
17995 ⽴川市 関東緑花（株）
17996 ⽴川市 パーソルテンプスタッフ（株）⽴川オフィス
17997 ⽴川市 ⼤和証券（株）⽴川⽀店
17998 ⽴川市 国営昭和記念公園管理センター
17999 ⽴川市 ガイアテック株式会社
18000 ⽴川市 ㈱アーネストワン
18001 ⽴川市 ⼤和ハウス⼯業（株）東京⻄⽀社
18002 ⽴川市 ⻄武信⽤⾦庫幸町⽀店
18003 ⽴川市 （株）ノーリツ⻄東京⽀店
18004 ⽴川市 ⽇本光電⼯業（株）
18005 ⽴川市 渡辺パイプ㈱⽴川⼟⽊サービスセンター
18006 ⽴川市 ⽴川ブラインド⼯業㈱



18007 ⽴川市 （株）マルゼン ⽴川営業所
18008 ⽴川市 株式会社メイテック⽴川エンジニアリングセンター
18009 ⽴川市 （株）オンテックス⽴川拠点
18010 ⽴川市 ㈱明治関東⽀社⽴川オフィス
18011 ⽴川市 トヨタ⻄東京カローラ（株）⽴川店
18012 ⽴川市 （株）⼤塚商会 多摩営業部
18013 ⽴川市 陸上⾃衛隊 第431会計隊
18014 ⽴川市 (株)グリーンハウス⽴川市学校給⾷共同調理場
18015 ⽴川市 東京⽔道株式会社⽴川サービスステーション
18016 ⽴川市 尾家産業㈱ ⻄東京営業所
18017 ⽴川市 セントケア⽴川
18018 ⽴川市 （株）第⼀興商 多摩⽀店
18019 ⽴川市 ㈱ＮＴＴ東⽇本‐南関東東京⻄⽀店
18020 ⽴川市 東京都⽔道局⽴川給⽔管理事務所
18021 ⽴川市 （株）ＵＳＥＮ
18022 ⽴川市 株式会社トータルネットサービス
18023 ⽴川市 （株）帝国データバンク東京⻄⽀店
18024 ⽴川市 リリカラ株式会社多摩営業所
18025 ⽴川市 ㈱ケアプラス 多摩営業所
18026 ⽴川市 （株）アイサービス
18027 ⽴川市 （株）井上組
18028 ⽴川市 宇⽥川鉄筋（株）
18029 ⽴川市 ㈱カクヤス⻄部配送センター
18030 ⽴川市 OKIクロステック㈱第⼀⽀社⻄関東SS部⽴川⽀店
18031 ⽴川市 富⼠フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）
18032 ⽴川市 グローリー（株）⽴川営業所
18033 ⽴川市 武本測量（株）
18034 ⽴川市 東京⼯販（株）
18035 ⽴川市 東京都⽴川都税事務所
18036 ⽴川市 トヨタ⻄東京カローラ（株）⽴川富⼠⾒町店
18037 ⽴川市 (株)ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ･ｴﾑｲｰ東京事業所東京NWSC⽴川ｴﾘｱ担当
18038 ⽴川市 ⽴川税務署
18039 ⽴川市 三菱重⼯冷熱株式会社⻄東京営業所
18040 ⽴川市 あすか信⽤組合 ⽴川⽀店
18041 ⽴川市 （株）ＬＩＸＩＬトータルサービ⻄東京営業所
18042 ⽴川市 東京みどり農業協同組合本店
18043 ⽴川市 ケア・センターやわらぎやわらぎホーム・⻄⽴川
18044 ⽴川市 ㈱オグラ
18045 ⽴川市 （株）藤紋
18046 ⽴川市 株式会社ビックス
18047 ⽴川市 株式会社メモリアルアートの⼤野屋
18048 ⽴川市 セントラル警備保障（株）多摩⽀社
18049 ⽴川市 ㈱地域保健企画 ふくじゅ草



18050 ⽴川市 ⽥辺三菱製薬株式会社
18051 ⽴川市 トヨタ⻄東京カローラ（株）天王橋店
18052 ⽴川市 株式会社ホンダユーテック東京会場
18053 ⽴川市 パナソニックコンシュ-ママ-ケティング㈱東京⻄サービスセンター
18054 ⽴川市 みずほ証券株式会社 ⽴川⽀店
18055 ⽴川市 菊池建設（株）東京⽀店
18056 ⽴川市 ㈱ファミリーマート 東京第３リージョン営業業務グループ
18057 ⽴川市 東京消防庁 第⼋消防⽅⾯本部
18058 ⽴川市 JCOM株式会社映像制作第⼀部多摩事務所
18059 ⽴川市 住友不動産販売株式会社⽴川営業センター
18060 ⽴川市 （株）ゆうちょ銀⾏ ⽴川店
18061 ⽴川市 住友林業ホームテック株式会社多摩⽀店
18062 ⽴川市 ⽇本ハウズイング（株）⽴川⽀店
18063 ⽴川市 医療法⼈社団進興会⽴川北⼝健診館
18064 ⽴川市 ケイミュー（株）⻄東京営業所
18065 ⽴川市 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ⽴川展⽰場
18066 ⽴川市 アイトップス（株）
18067 ⽴川市 ㈱⽇⽴ビルシステム⾸都圏⽀社東京⻄⽀店⽴川統括営業所
18068 ⽴川市 医療法⼈財団⽴川中央病院
18069 ⽴川市 学校法⼈みんなのひろばふじようちえん
18070 ⽴川市 東京⽔道（株）多摩⽔道技術本部
18071 ⽴川市 （株）スズキ⾃販南東京⽴川センター
18072 ⽴川市 TOTOメンテナンス（株）⻄東京サービスセンター
18073 ⽴川市 ケアパートナー⽴川
18074 ⽴川市 （株）ジャムコ
18075 ⽴川市 株式会社ファミリーマート開発本部東京開発部開発第７Ｇ
18076 ⽴川市 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ⽴川柏町事務所
18077 ⽴川市 医療法⼈社団光誠会
18078 ⽴川市 ⽻⽥タートルサービス株式会社⽴川営業所
18079 ⽴川市 株式会社スズキ⾃販南東京
18080 ⽴川市 ⼤建⼯業株式会社
18081 ⽴川市 株式会社ナック⽴川営業所
18082 ⽴川市 株式会社東光⾼岳
18083 ⽴川市 東芝エレベータエンジニアリング株式会社
18084 ⽴川市 株式会社ウオールナット
18085 ⽴川市 株式会社イーグル・アイ
18086 ⽴川市 武蔵野スリーボンド株式会社
18087 ⽴川市 旭化成住宅建設（株）新規事業課
18088 ⽴川市 株式会社シー・アイ・シー多摩⽀店 多摩営業所
18089 ⽴川市 帝⼈ヘルスケア（株）東京第⼆⽀店 多摩北営業所
18090 ⽴川市 多摩運送株式会社トップス多摩事業所
18091 ⽴川市 多摩運送株式会社搬⼊移転センター
18092 ⽴川市 株式会社ヤマダデンキLABILIFESELECT⽴川



18093 ⽴川市 扶桑建設株式会社 ⽴川営業所
18094 ⽴川市 積⽔ハウス株式会社多摩⽀店
18095 ⽴川市 ⽇本地⼯株式会社 多摩営業所
18096 ⽴川市 マルホ株式会社 ⽴川営業所
18097 ⽴川市 株式会社 吉崎メッキ化⼯所
18098 ⽴川市 株式会社 デザイノ
18099 ⽴川市 株式会社ワイケイズコーポレーション
18100 ⽴川市 ⻄東京医師協同組合
18101 ⽴川市 福島重機株式会社
18102 ⽴川市 SCAD株式会社
18103 ⽴川市 奥多摩⼯業株式会社
18104 ⽴川市 株式会社 建築資料研究社⽴川⽀店
18105 ⽴川市 テイケイ株式会社
18106 ⽴川市 株式会社川名産業
18107 ⽴川市 株式会社東計電算⽴川センター
18108 ⽴川市 株式会社ルーク⽴川⽀店
18109 ⽴川市 東京⻄サトー製品販売（株）
18110 ⽴川市 株式会社ハンデックス⽴川⽀店
18111 ⽴川市 MSD株式会社
18112 ⽴川市 ライト⼯業株式会社関東防災統括⽀店
18113 ⽴川市 APAMANPROPERTY株式会社
18114 ⽴川市 医療法⼈社団 在和会⽴川在宅ケアクリニック
18115 ⽴川市 学校法⼈ふれあい学園多摩幼稚園
18116 ⽴川市 株式会社ホットスタッフ東京
18117 ⽴川市 東京⾷品販売株式会社
18118 ⽴川市 あいおいﾆｯｾｲ同和ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ株式会社⽴川⽀店
18119 ⽴川市 ⾼橋設備⼯業株式会社
18120 ⽴川市 株式会社みずほ銀⾏⽴川法⼈部
18121 ⽴川市 有限会社 中村乳業
18122 ⽴川市 社会福祉法⼈ ⾄誠学舎⽴川⾄誠学園
18123 ⽴川市 社会福祉法⼈⾄誠学舎⽴川⾄誠⼤地の家
18124 ⽴川市 株式会社 福屋不動産販売
18125 ⽴川市 株式会社 武鵬
18126 ⽴川市 株式会社ミニミニ城⻄⽴川北⼝店
18127 ⽴川市 有限会社イタキ
18128 ⽴川市 株式会社 富⼠商会⽴川⽀店 営業部
18129 ⽴川市 クラシエ薬品株式会社多摩甲信医薬⽀店
18130 ⽴川市 ケアセブン⽴川
18131 ⽴川市 あるもに訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ⽴川・東⼤和事業所
18132 ⽴川市 株式会社サイネックス⻄東京⽀店
18133 ⽴川市 渡辺パイプ株式会社⽴川住設サービスセンター
18134 ⽴川市 株式会社アレップス⽴川サービスセンター
18135 ⽴川市 東京都中古⾃動⾞販売商⼯組合多摩・⼋王⼦⽀所



18136 ⽴川市 ⼀建設株式会社
18137 ⽴川市 株式会社カオルコーポレーション
18138 ⽴川市 有限会社 原島管⼯
18139 ⽴川市 税理⼠法⼈ 東京第⼀会計⽴川事務所
18140 ⽴川市 株式会社 エム・シー・スタッフ
18141 ⽴川市 株式会社東精エンジニアリング
18142 ⽴川市 学校法⼈野和⽥学園
18143 ⽴川市 株式会社 FPパートナー⽴川⽀社
18144 ⽴川市 ⽇本道路興運株式会社⾸都圏⻄⽀店関東⻄営業部
18145 ⽴川市 ⽇本道路興運株式会社⾸都圏⻄⽀店統括戦略室
18146 ⽴川市 ⽇本道路興運株式会社⾸都圏⻄⽀店東京南営業部
18147 ⽴川市 ⽇本道路興運株式会社⾸都圏⻄⽀店東京営業本部
18148 ⽴川市 有限会社澄川電設
18149 ⽴川市 学校法⼈村井学園 ⽴川幼稚園
18150 ⽴川市 三絆地所株式会社
18151 ⽴川市 株式会社幸和
18152 ⽴川市 東京都商⼯会連合会
18153 ⽴川市 株式会社フロンティア⽴川営業所
18154 ⽴川市 穂⾼電⼦株式会社 東京営業所
18155 ⽴川市 株式会社メイテックフィルダーズ⽴川営業所
18156 ⽴川市 株式会社ウェルダン
18157 ⽴川市 株式会社⼀条⼯務店東京⻄部営業所
18158 ⽴川市 株式会社潤⼯業
18159 ⽴川市 株式会社倉内⼯業
18160 ⽴川市 島津メディカルシステムズ（株）東京⽀社 東京⻄営業所
18161 ⽴川市 株式会社コスモフーズ
18162 武蔵野市 武蔵野警察署
18163 武蔵野市 株式会社 飯⽥産業吉祥寺営業所
18164 武蔵野市 株式会社アプラス東京⻄⽀店
18165 武蔵野市 セキスイハイム不動産株式会社東京⽀店 東京⻄営業所
18166 武蔵野市 井⼝建材⼯業有限会社
18167 武蔵野市 キャノンシステムアンドサポート株式会社 三鷹サービスセンター
18168 武蔵野市 横河ソリューションサービス株式会社
18169 武蔵野市 井上⼯業株式会社
18170 武蔵野市 メディエンスサービス株式会社多摩サービスセンター
18171 武蔵野市 株式会社ＵＳＥＮ吉祥寺⽀店
18172 武蔵野市 医療法⼈社団圭徳会武蔵境駅前クリニック
18173 武蔵野市 積⽔ハウス株式会社武蔵野シャーメゾン⽀店
18174 武蔵野市 パラダイスリゾート株式会社
18175 武蔵野市 ⽊村興業株式会社
18176 武蔵野市 みずほ証券株式会社吉祥寺⽀店
18177 武蔵野市 株式会社リベスト
18178 武蔵野市 勝⼜⽊材有限会社



18179 武蔵野市 株式会社 りそな銀⾏吉祥寺⽀店
18180 武蔵野市 三井住友信託銀⾏株式会社吉祥寺⽀店
18181 武蔵野市 株式会社かんぽ⽣命保険
18182 武蔵野市 ⼩泉機器⼯業株式会社
18183 武蔵野市 株式会社オープンハウス吉祥寺営業センター
18184 武蔵野市 株式会社 三井住友銀⾏吉祥寺法⼈営業部
18185 武蔵野市 株式会社トーシンパートナーズ
18186 武蔵野市 株式会社 ジェーシースタッフ
18187 武蔵野市 医療法⼈社団陽和会介護⽼⼈保健施設ハウスグリーン
18188 武蔵野市 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券吉祥寺ブロック
18189 武蔵野市 アムティック株式会社
18190 武蔵野市 三成建設株式会社
18191 武蔵野市 有限会社⼩美濃造園
18192 武蔵野市 ㈱ハウスメイトマネジメント⻄東京⽀店
18193 武蔵野市 アグレ都市デザイン株式会社
18194 武蔵野市 株式会社藤和ハウス三鷹店
18195 武蔵野市 武蔵野⾚⼗字病院
18196 武蔵野市 三井ホームエステート株式会社東京⻄営業部
18197 武蔵野市 ＢＸゆとりフォーム株式会社武蔵野店
18198 武蔵野市 ⼤和エステート株式会社三鷹営業所
18199 武蔵野市 株式会社グリーンシステム
18200 武蔵野市 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社吉祥寺⽀店
18201 武蔵野市 株式会社アイデム武蔵野営業所
18202 武蔵野市 マルホ株式会社
18203 武蔵野市 株式会社オープンハウス・ディベ吉祥寺建設事務所
18204 武蔵野市 特別養護⽼⼈ホームさくらえん
18205 武蔵野市 株式会社ファミリーライフサービス
18206 武蔵野市 中央労働⾦庫三鷹⽀店
18207 武蔵野市 株式会社ヨドバシカメラ吉祥寺店
18208 武蔵野市 コニカミノルタジャパン株式会社武蔵野ＳＳ
18209 武蔵野市 株式会社ニチイ学館ニチイケアセンター武蔵野
18210 武蔵野市 社会福祉法⼈武蔵野市⺠社会福祉協議会
18211 武蔵野市 住友林業ホームテック株式会社池袋⽀店⻄東京営業所
18212 武蔵野市 野村不動産アーバンネット（株）吉祥寺営業部
18213 武蔵野市 株式会社 ⽜⾛運送
18214 武蔵野市 東京電⼒パワーグリッド株式会社武蔵野⽀社
18215 武蔵野市 東京都⻄部公園緑地事務所
18216 武蔵野市 株式会社ＧＯＴＯ
18217 武蔵野市 トヨタモビリティ東京株式会社吉祥寺⽀店
18218 武蔵野市 セコム株式会社武蔵野⽀社
18219 武蔵野市 株式会社 マルゼン⻄東京営業所
18220 武蔵野市 株式会社 トミナガ営業本部 営業部
18221 武蔵野市 東京都⻄⾚⼗字⾎液センター武蔵野出張所



18222 武蔵野市 リコージャパン株式会社⻄東京⽀社
18223 武蔵野市 東京むさし農業協同組合武蔵野⽀店
18224 武蔵野市 株式会社アキュラホーム東京中央
18225 武蔵野市 有限会社久松
18226 武蔵野市 株式会社アプリス
18227 武蔵野市 ⽇本たばこ産業株式会社東京⽀社武蔵野サテライト
18228 武蔵野市 株式会社ホンダファイナンス
18229 武蔵野市 医療法⼈社団緑友会 らいおんﾊｰﾄ武蔵野脳神経外科内科ｸﾘﾆｯｸ
18230 武蔵野市 株式会社平沢商会
18231 武蔵野市 平⼭モータース株式会社
18232 武蔵野市 宮園輸⼊⾞販売 株式会社
18233 武蔵野市 三井不動産リアルティ株式会社武蔵境センター
18234 武蔵野市 株式会社みずほ銀⾏吉祥寺⽀店
18235 武蔵野市 損害保険ジャパン⽇本興亜㈱武蔵野⽀社
18236 武蔵野市 東京ガスクリエイティブ株式会社 武蔵境店
18237 武蔵野市 武蔵野美装株式会社
18238 武蔵野市 株式会社 ジェネシス
18239 武蔵野市 株式会社 東急百貨店
18240 武蔵野市 ㈱オリエントコーポレーション吉祥寺⽀店
18241 武蔵野市 住友林業株式会社住宅・建築事業本部東京⻄⽀店
18242 武蔵野市 ミサワホーム多摩株式会社武蔵野営業部
18243 武蔵野市 医療法⼈社団 東仁会吉祥寺あさひ病院
18244 武蔵野市 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏吉祥寺⽀店
18245 武蔵野市 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏武蔵境⽀店
18246 武蔵野市 株式会社松屋フーズ
18247 武蔵野市 三井不動産リアルティ株式会社吉祥寺店
18248 武蔵野市 社会福祉法⼈ 武蔵野千川福祉会
18249 武蔵野市 飯⽥ホームトレードセンター株式会社
18250 武蔵野市 学校法⼈武蔵野東学園
18251 武蔵野市 ⼤和冷機⼯業株式会社三鷹営業所
18252 武蔵野市 フロント⼯事株式会社
18253 武蔵野市 株式会社武蔵境⾃動⾞教習所
18254 武蔵野市 武蔵野硝⼦株式会社
18255 武蔵野市 協同組合武蔵野給⾷センター
18256 武蔵野市 有限会社 コートグリーン
18257 武蔵野市 朝⽇⽣命保険相互会社吉祥寺⻄営業所
18258 武蔵野市 ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社吉祥寺⽀店
18259 武蔵野市 武蔵野市役所
18260 武蔵野市 東京消防庁武蔵野消防署
18261 武蔵野市 ダスキンムサシノ第三⽀店
18262 武蔵野市 ㈱ハウスメイトパートナーズ⻄東京営業部
18263 武蔵野市 株式会社ユニバーサルホーム武蔵野店
18264 武蔵野市 ㈱タイセイ・ハウジー吉祥寺営業所



18265 武蔵野市 ⽇本郵便株式会社 武蔵野郵便局
18266 武蔵野市 三井ホーム株式会社東京⻄⽀店
18267 武蔵野市 株式会社 マイソク
18268 武蔵野市 ＯＫＩクロステック株式会社三鷹サービス課
18269 武蔵野市 横河電機株式会社
18270 武蔵野市 第⼀三共株式会社武蔵野第⼀営業所
18271 武蔵野市 ⽇本レイテック株式会社
18272 武蔵野市 株式会社スウェーデンハウス東京⽀店
18273 武蔵野市 有限会社⼩川設備⼯業所
18274 武蔵野市 株式会社シルバーライフ
18275 武蔵野市 株式会社⼤島屋
18276 武蔵野市 株式会社カツマタ
18277 武蔵野市 株式会社ハウジング⼆チエー
18278 武蔵野市 みすず建設株式会社
18279 武蔵野市 朝⽇⽣命保険相互会社吉祥寺営業所
18280 武蔵野市 株式会社リペア吉祥寺店
18281 武蔵野市 明治安⽥⽣命保険武蔵野⽀社武蔵野東営業部
18282 武蔵野市 東京住宅サービス株式会社
18283 武蔵野市 平野建材株式会社
18284 武蔵野市 MSD武蔵野サテライトオフィス
18285 武蔵野市 株式会社⻲屋⽮崎商店
18286 武蔵野市 株式会社FPパートナー吉祥寺第⼆オフィス
18287 武蔵野市 株式会社FPパートナー吉祥寺⽀社
18288 武蔵野市 ファーストウッド株式会社
18289 武蔵野市 とらいふ武蔵野
18290 武蔵野市 ホンダ販売ムサシノ株式会社
18291 武蔵野市 株式会社 丸⼆
18292 武蔵野市 株式会社織⽥ホーム機器
18293 武蔵野市 株式会社 川⻄
18294 武蔵野市 ⽇産部品中央販売株式会社武蔵野⽀店
18295 武蔵野市 株式会社 栄伸建設
18296 武蔵野市 株式会社 井ノ崎屋
18297 武蔵野市 トヨタモビリティ東京株式会社武蔵野関前店
18298 武蔵野市 株式会社 五⼗嵐⼯業所
18299 武蔵野市 株式会社ムサシノ商店
18300 武蔵野市 株式会社 桜井造園
18301 武蔵野市 テイケイ株式会社 吉祥寺⽀社
18302 武蔵野市 横河パイオニックス株式会社
18303 武蔵野市 積⽔ハウス不動産東京株式会社武蔵野賃貸営業所
18304 武蔵野市 ヤマト電機株式会社武蔵野営業所
18305 武蔵野市 （株）東急コミュニティーマンション第⼆事業部武蔵野⽀店
18306 武蔵野市 株式会社 ⽇乃出造園⼟⽊
18307 武蔵野市 ㈱シンコーハイウェイサービス吉祥寺営業所



18308 武蔵野市 株式会社いせや総本店
18309 武蔵野市 いちよし証券株式会社吉祥寺⽀店
18310 武蔵野市 株式会社 ⼾⽥⼯務店
18311 武蔵野市 成友興業株式会社 多摩北事業所
18312 武蔵野市 株式会社 飯⽥産業
18313 武蔵野市 株式会社 飯⽥産業
18314 武蔵野市 株式会社 飯⽥産業
18315 武蔵野市 株式会社福屋不動産吉祥寺店
18316 武蔵野市 東京セキスイファミエス株式会社リノベーション⽀店吉祥寺店
18317 武蔵野市 武蔵野障害者総合センター
18318 武蔵野市 株式会社やさしい⼿住環境事業部武蔵野営業所
18319 武蔵野市 富⼠フィルムビジネスイノベーションジャパン
18320 武蔵野市 株式会社ヤマダデンキLABI吉祥寺
18321 武蔵野市 株式会社プロダクション・アイジー
18322 武蔵野市 社会福祉法⼈ 親の家
18323 武蔵野市 アビリティーズ・ケアネット株式会社 吉祥寺営業所
18324 武蔵野市 株式会社保⾕⼯業所
18325 武蔵野市 ジャパンエレベーターサービス城⻄株式会社
18326 武蔵野市 デンタルサポート株式会社三鷹事業所
18327 武蔵野市 介護⽼⼈保健施設サンセール武蔵野
18328 武蔵野市 株式会社 久世 多摩営業所
18329 武蔵野市 三菱地所ホーム株式会社第⼆建設センター
18330 武蔵野市 兼六⼟地建物株式会社
18331 武蔵野市 飯⽥グループホールディングス株式会社
18332 武蔵野市 住友林業緑化株式会社東京⻄営業所
18333 三鷹市 警視庁 
18334 三鷹市 警視庁三鷹警察署
18335 三鷹市 株式会社蔵王
18336 三鷹市 株式会社ﾕﾆﾏｯﾄﾗｲﾌ
18337 三鷹市 ﾏﾙｺﾞ⻘果株式会社
18338 三鷹市 三協ｼｰﾙ印刷株式会社
18339 三鷹市 株式会社ｶﾝﾄﾞｰ 新東京営業所
18340 三鷹市 ⽊部建設株式会社
18341 三鷹市 株式会社丸利根ｱﾍﾟｯｸｽ
18342 三鷹市 株式会社ﾊｰﾌ･ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾓｱｻﾝｼﾃｨ吉祥寺
18343 三鷹市 株式会社ｱﾝﾃﾝﾄﾞｳ 三鷹⼯場
18344 三鷹市 ⽯井興業有限会社
18345 三鷹市 株式会社ｻﾆｸﾘｰﾝ東京 三鷹営業所
18346 三鷹市 JRCｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ株式会社
18347 三鷹市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨ東京株式会社三鷹通り店
18348 三鷹市 明泉幼稚園
18349 三鷹市 株式会社NIPPO ⻄部復旧出張所
18350 三鷹市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰｼｮｯﾌﾟ武蔵野三鷹⽇建ﾘｰｽ⼯業株式会社



18351 三鷹市 社会福祉法⼈桜栄会特別養護⽼⼈ﾎｰﾑ恵⽐寿苑
18352 三鷹市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨ東京株式会社U-Car三鷹店
18353 三鷹市 株式会社三⼭精⼯
18354 三鷹市 ﾀｲﾑｽﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社武蔵野ｵﾌｨｽ
18355 三鷹市 株式会社眞崎⼯務店
18356 三鷹市 積⽔ﾊｳｽﾉｲｴ株式会社 東京営業所
18357 三鷹市 ⽣活協同組合ｺｰﾌﾟみらいｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ三鷹ｾﾝﾀｰ
18358 三鷹市 有限会社屋満登興業
18359 三鷹市 双葉幼稚園
18360 三鷹市 医療法⼈社団永寿会介護⽼⼈保健施設三鷹中央ﾘﾊｹｱｾﾝﾀｰ
18361 三鷹市 有限会社境南建材⼯業
18362 三鷹市 株式会社三菱UFJ銀⾏ 三鷹⽀店
18363 三鷹市 株式会社江東微⽣物研究所⻄東京営業所
18364 三鷹市 新電⼦株式会社
18365 三鷹市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨ東京株式会社ﾚｸｻｽ三鷹
18366 三鷹市 酒井薬品株式会社
18367 三鷹市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨ東京株式会社武蔵野東⼋店
18368 三鷹市 ﾁｪｯｶｰﾓｰﾀｰｽﾞ株式会社ｼﾞｬｶﾞｰ・ﾗﾝﾄﾞﾛｰﾊﾞｰ三鷹
18369 三鷹市 特別養護⽼⼈ﾎｰﾑみたか紫⽔園
18370 三鷹市 社会福祉法⼈ 東京弘済園
18371 三鷹市 ｴﾇﾃｨｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ株式会社 三鷹ﾋﾞﾙ
18372 三鷹市 社会福祉法⼈にじの会
18373 三鷹市 東京ｽﾊﾞﾙ株式会社G-PARK三鷹
18374 三鷹市 名取屋興産株式会社
18375 三鷹市 宗教法⼈ 霊友会第⼆⼗六⽀部教会
18376 三鷹市 株式会社⽊曽路 三鷹店
18377 三鷹市 株式会社⼩泉多摩 三鷹営業所
18378 三鷹市 株式会社⿇⽣園
18379 三鷹市 株式会社ｼﾞｬﾑｺ
18380 三鷹市 HOYA株式会社PENTAXﾗｲﾌｹｱ事業部 ⽇本営業本部
18381 三鷹市 株式会社ｲﾊﾞﾉ
18382 三鷹市 株式会社ｽｽﾞｷ⾃販南東京三鷹営業所
18383 三鷹市 TOTO株式会社 東京⻄営業所
18384 三鷹市 武蔵ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
18385 三鷹市 東京むさし農業協同組合三鷹⽀店
18386 三鷹市 学校法⼈杏林学園
18387 三鷹市 株式会社ﾌﾟﾗｽ電気
18388 三鷹市 三井不動産ﾘｱﾙﾃｨ株式会社三鷹ｾﾝﾀｰ
18389 三鷹市 ﾂｸｲ三鷹新川
18390 三鷹市 SUBARUﾃｸﾉ株式会社 東京事業所
18391 三鷹市 東京電⼯株式会社
18392 三鷹市 中島設備株式会社
18393 三鷹市 三井住友海上⽕災保険株式会社東京⻄⽀店 三鷹⽀社



18394 三鷹市 有限会社⽯井商会
18395 三鷹市 東京消防庁 三鷹消防署
18396 三鷹市 株式会社ﾗｲｸｽ
18397 三鷹市 株式会社やる気ｽｲｯﾁｸﾞﾙｰﾌﾟKidsDuoInternational三鷹
18398 三鷹市 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社三鷹営業所
18399 三鷹市 志賀興業株式会社
18400 三鷹市 ⽇産東京販売株式会社 三鷹店
18401 三鷹市 株式会社ﾋﾞｰ･ｴﾑ･ｴﾙ東京第四営業所
18402 三鷹市 東京ｽﾊﾞﾙ株式会社 三鷹業販ｾﾝﾀｰ
18403 三鷹市 三鷹市役所
18404 三鷹市 三鷹中原幼稚園
18405 三鷹市 ⼭下産業株式会社
18406 三鷹市 ｽﾊﾞﾙﾃｸﾆｶｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社
18407 三鷹市 株式会社SUBARU 東京事業所
18408 三鷹市 株式会社ｼﾞｪｰｼｰﾋﾞｰ
18409 三鷹市 ⽇本郵便株式会社三鷹郵便局
18410 三鷹市 株式会社ﾖｼｹｲ東京 三鷹営業所
18411 三鷹市 株式会社三鷹榛澤組
18412 三鷹市 株式会社三友建設
18413 三鷹市 東和ﾗﾝﾄﾞﾃｯｸ株式会社
18414 三鷹市 株式会社ｲｵ
18415 三鷹市 有限会社福井ﾓｰﾀｰｽ
18416 三鷹市 丸栄建設株式会社
18417 三鷹市 ⼤東建託株式会社 三鷹⽀店
18418 三鷹市 ｱｽﾞﾊｲﾑ三鷹北野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
18419 三鷹市 東京ｽﾊﾞﾙ株式会社三鷹店ｻｰﾋﾞｽ課
18420 三鷹市 株式会社三鷹ﾅｰｽ･ﾍﾙﾊﾟｰｾﾝﾀｰ
18421 三鷹市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電材ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
18422 三鷹市 株式会社ぴえろ
18423 三鷹市 株式会社新栄電気⼯事
18424 三鷹市 ⽥中商事株式会社
18425 三鷹市 有限会社 天王ビル管理
18426 三鷹市 株式会社ﾕｰｴｽｼｰ東京⽀社
18427 三鷹市 株式会社ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ東京中央三鷹店
18428 三鷹市 ﾉｰﾌﾞﾙ無線株式会社
18429 三鷹市 有限会社⽇の丸防災
18430 三鷹市 綜合警備保障株式会社多摩⽀社三鷹⽀店
18431 三鷹市 株式会社交通建設府中⽀店⼟⽊部
18432 三鷹市 株式会社⼩林⼟⽊重機
18433 三鷹市 医療法⼈社団東仁会三鷹腎ｸﾘﾆｯｸ
18434 三鷹市 株式会社上杉電機⼯業
18435 三鷹市 株式会社宗仲建材
18436 三鷹市 株式会社ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ東京ｶﾝﾊﾟﾆｰ 三鷹営業所



18437 三鷹市 三鷹市教育委員会
18438 三鷹市 医療法⼈社団 碧⽔会 ⻑⾕川病院
18439 三鷹市 東京むさし農業協同組合⻄野⽀店
18440 三鷹市 株式会社電気防災
18441 三鷹市 ⽣活協同組合ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ東京三鷹ｾﾝﾀｰ
18442 三鷹市 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞNAS株式会社NAS KIDS UNIVERSITY MITAKA
18443 三鷹市 株式会社ﾀｲｴｲｼﾞｬﾊﾟﾝ
18444 三鷹市 株式会社AZUMA
18445 三鷹市 東洋計器株式会社 東京⽀店
18446 三鷹市 株式会社ｼﾞｭﾅｯｸ
18447 三鷹市 株式会社鈴建
18448 三鷹市 栄晃産業株式会社
18449 三鷹市 株式会社⼟井ｿｲﾙ
18450 三鷹市 株式会社⼋洋 三鷹営業所
18451 三鷹市 有限会社ｺﾝﾗｯﾄﾞ
18452 三鷹市 髙⼭⽊材株式会社
18453 三鷹市 割烹仕出し おお⼭
18454 三鷹市 東京ｶﾞｽｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ株式会社
18455 三鷹市 株式会社⻄都
18456 三鷹市 医療法⼈財団慈⽣会 野村病院
18457 三鷹市 株式会社⼤塚⼯務店
18458 三鷹市 株式会社ﾃｨｰﾜｰｸｽ
18459 三鷹市 株式会社ﾃｽｺ
18460 三鷹市 株式会社植忠
18461 三鷹市 東京管路総研株式会社
18462 三鷹市 ｳﾞｪﾙﾃｯｸｽ株式会社
18463 三鷹市 ⽯川圧送有限会社
18464 三鷹市 株式会社東京ｽﾀﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
18465 三鷹市 ﾜﾀﾐの宅⾷ 東京三鷹営業所
18466 三鷹市 ｼﾞｰﾌﾟ 武蔵野ｻｰﾋﾞｽ
18467 三鷹市 有限会社佐藤清運
18468 三鷹市 株式会社にちでん
18469 三鷹市 株式会社ｻﾄｺｰ
18470 三鷹市 栗⽥⼯業株式会社ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
18471 三鷹市 社会福祉法⼈三鷹市社会福祉事業団
18472 三鷹市 ｼﾞｰﾌﾟ武蔵野
18473 三鷹市 株式会社ﾀﾞｽｷﾝｼｬﾄﾙ東京 三鷹店
18474 三鷹市 株式会社ﾌﾛｽﾄ
18475 三鷹市 株式会社ﾕﾐﾅ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
18476 三鷹市 ⾶翔通信株式会社
18477 三鷹市 株式会社関東ﾏﾂﾀﾞ 三鷹下連雀店
18478 三鷹市 株式会社宮﨑⼯業
18479 三鷹市 資料ﾏｲｸﾛ株式会社



18480 三鷹市 株式会社 進⽔
18481 三鷹市 東京海上⽇動⽕災保険株式会社⻄東京⽀店 武蔵野⽀社
18482 三鷹市 三栄建設株式会社
18483 三鷹市 ⼤創建設株式会社
18484 三鷹市 ⽩⽯建設株式会社
18485 三鷹市 株式会社ｱﾘｶﾞ 東京⽀店
18486 三鷹市 株式会社ｻｶｴ
18487 三鷹市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨ東京株式会社三鷹野崎北店
18488 三鷹市 多摩信⽤⾦庫 三鷹下連雀⽀店
18489 三鷹市 東京⾞両ｻｰﾋﾞｽ有限会社
18490 三鷹市 ⼊⽉建設株式会社
18491 三鷹市 萩原建設有限会社
18492 三鷹市 株式会社興信建設 三鷹営業所
18493 三鷹市 株式会社ｻﾝｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ世⽥⾕⽀店
18494 三鷹市 ﾂｸｲ三鷹
18495 三鷹市 株式会社⽥村⼯務店
18496 三鷹市 成光園
18497 三鷹市 ﾍﾞﾙ⾷品株式会社 東京⽀店
18498 三鷹市 株式会社ｿﾉﾗｽ･ｺｰﾄ
18499 三鷹市 ｾﾝﾄｹｱ三鷹
18500 三鷹市 株式会社⽇典
18501 三鷹市 株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ東京武蔵野･三鷹局
18502 三鷹市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨ東京株式会社GRGarege東京三鷹
18503 三鷹市 株式会社⽩洋舎三鷹営業所
18504 三鷹市 株式会社ﾄｰｺｰ
18505 三鷹市 株式会社ﾃｨｰｼｰｴｽﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ東京三鷹
18506 三鷹市 株式会社ﾐｽﾞﾉｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ
18507 三鷹市 株式会社ｻｶｲ･ﾍﾙｽｹｱｰ
18508 三鷹市 株式会社清光園緑地
18509 三鷹市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨ東京株式会社三鷹野崎南店
18510 三鷹市 ﾒﾙｺﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ株式会社
18511 三鷹市 みずほ信託銀⾏株式会社三鷹⽀店
18512 三鷹市 ﾍﾞｽﾄｹｱ株式会社ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ三鷹
18513 三鷹市 三菱電機住環境ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社東京⽀社 ⻄東京⽀店
18514 三鷹市 ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ株式会社ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄｴｸﾗ三鷹
18515 三鷹市 ｴｺｱｸﾃｨﾌﾞ株式会社
18516 三鷹市 新栄通信株式会社
18517 三鷹市 医療法⼈ 啓仁会 ⽼⼈介護施設三鷹ﾛｲﾔﾙの丘
18518 三鷹市 株式会社⼭六 三鷹営業所
18519 三鷹市 株式会社ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ･ｱｰｷﾃｸﾄ三鷹展⽰場
18520 三鷹市 株式会社ﾅｯｸ
18521 三鷹市 ｽﾊﾞﾙﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社東京事業所 三鷹事業部
18522 三鷹市 社会福祉法⼈はなゆめ



18523 三鷹市 株式会社⽊下の介護ﾗｲﾌｺﾐｭｰﾝつつじヶ丘
18524 三鷹市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ株式会社三鷹ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
18525 三鷹市 ⻄武造園株式会社
18526 三鷹市 ⽇本無線株式会社 関東⽀社
18527 三鷹市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社三鷹ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ VM三鷹⽀店
18528 ⻘梅市 警視庁 
18529 ⻘梅市 のんだら代⾏
18530 ⻘梅市 ⻄東京代⾏社
18531 ⻘梅市 アルファー運転代⾏
18532 ⻘梅市 アース運転代⾏
18533 ⻘梅市 アトム代⾏
18534 ⻘梅市 ドラゴン⼩作代⾏
18535 ⻘梅市 ＡtoＭ エートゥーエム
18536 ⻘梅市 信結運転代⾏社
18537 ⻘梅市 警視庁⻘梅警察署
18538 ⻘梅市 株式会社ビックスマイル
18539 ⻘梅市 社会福祉法⼈東京武尊会⽇向の家
18540 ⻘梅市 セントラルフィットネスクラブ⻄東京
18541 ⻘梅市 ケミコン精機株式会社
18542 ⻘梅市 ⻘梅信⽤⾦庫
18543 ⻘梅市 ⻘梅ガス株式会社
18544 ⻘梅市 多摩電気⼯事株式会社⻄部⽀社
18545 ⻘梅市 特別養護⽼⼈ホームやすらぎの家
18546 ⻘梅市 東京電⼒パワーグリッド株式会社⽴川⽀社 ⻘梅事務所
18547 ⻘梅市 志村電設株式会社
18548 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合
18549 ⻘梅市 ⼤東株式会社 ⻘梅店
18550 ⻘梅市 多摩ケーブルネットワーク株式会社
18551 ⻘梅市 ⻘梅市役所
18552 ⻘梅市 師岡建材株式会社
18553 ⻘梅市 東京消防庁 ⻘梅消防署
18554 ⻘梅市 トキワボー株式会社
18555 ⻘梅市 株式会社 三愛
18556 ⻘梅市 株式会社 タマサービス
18557 ⻘梅市 ⼤協加⼯株式会社
18558 ⻘梅市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社⻘梅店
18559 ⻘梅市 株式会社 モリコー
18560 ⻘梅市 株式会社 酒井組
18561 ⻘梅市 昭洋⼯業株式会社
18562 ⻘梅市 株式会社 中村化成
18563 ⻘梅市 株式会社 濱中技建
18564 ⻘梅市 清流の宿 おくたま路
18565 ⻘梅市 株式会社 松本造園⼟⽊



18566 ⻘梅市 加藤産業株式会社北関東⽀社
18567 ⻘梅市 ホンダ カーズ 東京⻄⻘梅新町店
18568 ⻘梅市 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社⻘梅店
18569 ⻘梅市 サーテック株式会社
18570 ⻘梅市 東京都⻄多摩保健所
18571 ⻘梅市 株式会社 タチエスH&P
18572 ⻘梅市 公益財団法⼈ 東京都都市づくり公社 ⻄多摩下⽔道事務所
18573 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合 吉野⽀店
18574 ⻘梅市 ⼩澤酒造株式会社
18575 ⻘梅市 株式会社 ほんだ⽯産
18576 ⻘梅市 岩浪建設株式会社
18577 ⻘梅市 ホットマン株式会社
18578 ⻘梅市 ⽇本郵便株式会社 ⻘梅郵便局
18579 ⻘梅市 清⽔燃料株式会社
18580 ⻘梅市 ⻘梅新興株式会社
18581 ⻘梅市 株式会社 最上建⼯
18582 ⻘梅市 東京都⻄多摩建設事務所⻘梅⼯区
18583 ⻘梅市 カネク株式会社
18584 ⻘梅市 東京都⻄多摩建設事務所
18585 ⻘梅市 医療法⼈社団慶成会⻘梅慶友病院
18586 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合 ⼩曽⽊⽀店
18587 ⻘梅市 ㈱せきづか
18588 ⻘梅市 株式会社 ガスパル ⻘梅販売所
18589 ⻘梅市 株式会社 ⻘梅ゴルフ倶楽部
18590 ⻘梅市 多摩⾃動⾞⼯業株式会社
18591 ⻘梅市 株式会社 ⽥中染⾊⼯場
18592 ⻘梅市 特別養護⽼⼈ホーム ⻑渕園
18593 ⻘梅市 株式会社関電⼯ ⻄関東営業本部多摩⽀店 ⽴川営業所
18594 ⻘梅市 株式会社 タチエス⻘梅⼯場
18595 ⻘梅市 （株）りそな銀⾏東⻘梅⽀店
18596 ⻘梅市 成⽊開発株式会社
18597 ⻘梅市 弘和産業株式会社
18598 ⻘梅市 野村ＤＳ株式会社
18599 ⻘梅市 株式会社  プラセラム
18600 ⻘梅市 ㈱昭和⽯材⼯業所⻘梅事業所
18601 ⻘梅市 御⽊本産業株式会社
18602 ⻘梅市 奥多摩建設⼯業株式会社
18603 ⻘梅市 株式会社 藤栄
18604 ⻘梅市 株式会社 精興社
18605 ⻘梅市 ⽇産東京販売株式会社⻘梅店
18606 ⻘梅市 株式会社 指⽥製作所
18607 ⻘梅市 株式会社 多摩組
18608 ⻘梅市 株式会社 ⼿塚組



18609 ⻘梅市 ⼋洲環境保全有限会社
18610 ⻘梅市 株式会社マルコシ⻘梅店
18611 ⻘梅市 守⾕織物株式会社
18612 ⻘梅市 アルフレッサ株式会社⻘梅⽀店
18613 ⻘梅市 東京都⽔道局⽔源管理事務所
18614 ⻘梅市 東⻘梅デイサービスセンター
18615 ⻘梅市 OKIサーキットテクノロジー株式会社
18616 ⻘梅市 株式会社 ⾼野設備
18617 ⻘梅市 有限会社⻘梅クリーンリサイクル
18618 ⻘梅市 株式会社 東⼭園
18619 ⻘梅市 学校法⼈ 福島学園幼稚園
18620 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 成⽊保育園
18621 ⻘梅市 ねむのき幼稚園
18622 ⻘梅市 社会福祉法⼈愛弘会特別養護⽼⼈ホーム ⻘梅愛弘園
18623 ⻘梅市 学校法⼈つくし野学園聖⺟幼稚園
18624 ⻘梅市 株式会社 ⻘和施設⼯業所
18625 ⻘梅市 社会福祉法⼈ ⼩曽⽊福祉会おそき保育園
18626 ⻘梅市 学校法⼈ 四恩学園 四恩幼稚園
18627 ⻘梅市 ⻘梅税務署
18628 ⻘梅市 医療法⼈社団 新町クリニック
18629 ⻘梅市 ⽇本郵便株式会社 御岳郵便局
18630 ⻘梅市 スナック 夢
18631 ⻘梅市 有限会社 中商
18632 ⻘梅市 ⽇⽣研株式会社
18633 ⻘梅市 昭和建設株式会社
18634 ⻘梅市 メディケア 梅の園
18635 ⻘梅市 株式会社 ⼩椋建設
18636 ⻘梅市 有限会社 ⼭岡建材
18637 ⻘梅市 株式会社マイステイズ・ホテルマネジメント ⻲の井ホテル⻘梅
18638 ⻘梅市 有限会社 ⼼のひろば
18639 ⻘梅市 医療法⼈社団 東仁会ひがし⻘梅腎クリニック
18640 ⻘梅市 医療法⼈社団 ⻑⽣会成⽊⻑⽣病院
18641 ⻘梅市 ⼤和⽣コン株式会社
18642 ⻘梅市 株式会社 やまびこ
18643 ⻘梅市 株式会社 ベネテックス
18644 ⻘梅市 株式会社 萩原電機
18645 ⻘梅市 丸万⼯業株式会社
18646 ⻘梅市 ⽇産東京販売株式会社⻘梅中央店
18647 ⻘梅市 医療法⼈社団久遠会⻄東京ケアセンター
18648 ⻘梅市 ⼤広建設株式会社
18649 ⻘梅市 ⼤成電設株式会社
18650 ⻘梅市 東洋電溶株式会社
18651 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 博仁会



18652 ⻘梅市 奥多摩⼯業株式会社 ⻘梅⼯場
18653 ⻘梅市 株式会社 ユニマットプレシャス東京バーディクラブ
18654 ⻘梅市 鴻池・奥多摩建設⼯業建設共同企業体 梅ケ⾕トンネル整備⼯事
18655 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 東京武尊会特別養護⽼⼈ホーム 九⼗九園
18656 ⻘梅市 ⼾髙建設株式会社
18657 ⻘梅市 ⼭菱産業株式会社
18658 ⻘梅市 ⾼野商店
18659 ⻘梅市 有限会社 吉崎商店
18660 ⻘梅市 徳樹庵 ⻘梅新町店
18661 ⻘梅市 やまびこジャパン株式会社
18662 ⻘梅市 東京機⼯⼟⽊株式会社
18663 ⻘梅市 ⻄武配電⼯事株式会社
18664 ⻘梅市 (有)横⼿商店
18665 ⻘梅市 社団法⼈ ⻘梅市シルバー⼈材センター
18666 ⻘梅市 有限会社 下⽥燃料
18667 ⻘梅市 ⻘梅トーヨー住器株式会社
18668 ⻘梅市 株式会社 リンクスアーツ
18669 ⻘梅市 有限会社 博善社
18670 ⻘梅市 ⾓屋建機運輸有限会社
18671 ⻘梅市 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ⻘梅センター
18672 ⻘梅市 ⼤東建託パートナーズ株式会社
18673 ⻘梅市 東京測定器材株式会社
18674 ⻘梅市 株式会社 ⾷彩房 成⽊屋
18675 ⻘梅市 友愛学園成⼈部
18676 ⻘梅市 管清⼯業株式会社 ⻘梅作業所
18677 ⻘梅市 ⽇本リーテック株式会社中央⽀店 ⼋王⼦⽀社
18678 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 東京武尊会⻘梅河辺温泉デイサービスセンタ
18679 ⻘梅市 特別養護⽼⼈ホーム第⼆喜久松苑
18680 ⻘梅市 有限会社 鈴⽊商店
18681 ⻘梅市 東洋電業株式会社
18682 ⻘梅市 有限会社 成凌⼯業
18683 ⻘梅市 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社
18684 ⻘梅市 株式会社 荒井電業社
18685 ⻘梅市 東京都森林事務所
18686 ⻘梅市 （公財）東京都農林⽔産振興財団⻘梅庁舎
18687 ⻘梅市 特別養護⽼⼈ホーム 御岳園
18688 ⻘梅市 セーラー万年筆株式会社ロボット機器事業部
18689 ⻘梅市 ⽣活協同組合 パルシステム東京⻘梅センター
18690 ⻘梅市 そうしん ホール⻘梅
18691 ⻘梅市 ネッツトヨタ多摩株式会社⻘梅店
18692 ⻘梅市 株式会社 ⼩泉多摩 ⻘梅営業所
18693 ⻘梅市 有限会社 荒⼭⼯業
18694 ⻘梅市 株式会社 多摩農林



18695 ⻘梅市 株式会社 エイム
18696 ⻘梅市 社会福祉法⼈ ⻘芳会 今井苑
18697 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 東京武尊会特別養護⽼⼈ホーム 塩船園
18698 ⻘梅市 社会福祉法⼈真光会特別養護⽼⼈ホーム喜久松苑
18699 ⻘梅市 ⻘梅商⼯会議所
18700 ⻘梅市 トヨタモビリティ東京株式会社⻘梅東店
18701 ⻘梅市 キングドライ株式会社
18702 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 聖明福祉協会
18703 ⻘梅市 トヨタモビリティパーツ株式会社東京⽀社多摩営業所
18704 ⻘梅市 株式会社 奈賀⾥測量設計
18705 ⻘梅市 株式会社 カナヤ建設
18706 ⻘梅市 ニチイケアセンター河辺
18707 ⻘梅市 東京都農業振興事務所⻄多摩農業改良普及センター
18708 ⻘梅市 （株）ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ⻘梅ｲﾝﾀｰ店
18709 ⻘梅市 有限会社 磯野商店
18710 ⻘梅市 ⼤東建託株式会社⻘梅⽀店
18711 ⻘梅市 セコム株式会社 ⻘梅⽀社
18712 ⻘梅市 有限会社 岩新⾃動⾞商会
18713 ⻘梅市 合同会社たんぽぽ たんぽぽ訪問看護リハビリステーション
18714 ⻘梅市 ⾼宝⼯業株式会社
18715 ⻘梅市 飯能信⽤⾦庫 ⻘梅東⽀店
18716 ⻘梅市 医療法⼈社団 東仁会⻘梅腎クリニック
18717 ⻘梅市 住友建機販売 株式会社関東甲信越統括部多摩営業所
18718 ⻘梅市 株式会社 三陽社
18719 ⻘梅市 株式会社関東マツダ⻘梅野上店
18720 ⻘梅市 アイザワ証券株式会社⻘梅⽀店
18721 ⻘梅市 有限会社 宮崎⼟⽊
18722 ⻘梅市 株式会社ライフネット
18723 ⻘梅市 株式会社 オージーサービス
18724 ⻘梅市 株式会社スズキ⾃販南東京スズキアリーナ⻘梅
18725 ⻘梅市 株式会社 柿沼⼟建
18726 ⻘梅市 医療法⼈財団岩尾会東京⻘梅病院
18727 ⻘梅市 株式会社 協⽴防災⼯業所
18728 ⻘梅市 医療法⼈社団 幸悠会鈴⽊慈光病院
18729 ⻘梅市 有限会社 ガレージ⼭⽥
18730 ⻘梅市 有限会社 儘⽥屋旅館
18731 ⻘梅市 医療法⼈社団 倭林会武蔵野台病院
18732 ⻘梅市 株式会社 サンキデン
18733 ⻘梅市 医療法⼈財団利定会進藤医院
18734 ⻘梅市 ⻲井塗装⼯業
18735 ⻘梅市 ⾼杉商事株式会社⻘梅事業所
18736 ⻘梅市 社会福祉法⼈真光会特別養護⽼⼈ホームリバーパレス⻘梅
18737 ⻘梅市 有限会社 ⼋⽊燃料店



18738 ⻘梅市 医療法⼈財団 良⼼会⻘梅成⽊台病院
18739 ⻘梅市 丸吉⼟建
18740 ⻘梅市 株式会社 福⽥電気⼯事
18741 ⻘梅市 医療法⼈社団 和⾵会多摩リハビリテーション病院
18742 ⻘梅市 ⽴正佼成会 ⻘梅練成道場
18743 ⻘梅市 有限会社 菅⾕⾷品
18744 ⻘梅市 株式会社 塩野電設
18745 ⻘梅市 東京スバル株式会社⻘梅店
18746 ⻘梅市 株式会社 原美装
18747 ⻘梅市 有限会社 ムサシ電⼯⻘梅営業所
18748 ⻘梅市 医療法⼈社団 三秀会⻘梅三慶病院
18749 ⻘梅市 特別養護⽼⼈ホームカントリービラ⻘梅
18750 ⻘梅市 ⻄多摩⾃動⾞⼯業株式会社
18751 ⻘梅市 株式会社ヨコハマタイヤジャパン東京カンパニー⻘梅営業所
18752 ⻘梅市 社会福祉法⼈ ⻘梅⽩寿会特別養護⽼⼈ホーム ⻘梅⽩寿園
18753 ⻘梅市 ワイエイシイガーター株式会社
18754 ⻘梅市 クリード⻘梅新町寮
18755 ⻘梅市 東京燃料林産株式会社⻘梅営業所
18756 ⻘梅市 東京都⻄多摩福祉事務所
18757 ⻘梅市 ⽇産プリンス⻄東京販売株式会社
18758 ⻘梅市 共⽴興業株式会社
18759 ⻘梅市 株式会社マルケイ
18760 ⻘梅市 社会福祉法⼈東京聴覚障害者福祉事業協会 たましろの郷
18761 ⻘梅市 社会福祉法⼈七⽇会特別養護⽼⼈ホーム 杜の園
18762 ⻘梅市 ささもとグループ
18763 ⻘梅市 株式会社コスモホーム ⻘梅店
18764 ⻘梅市 デイサービス ほほえみ
18765 ⻘梅市 株式会社かんぽ⽣命保険⻘梅郵便局かんぽサービス部 ⼋王⼦⽀店
18766 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 徳⼼会特別養護⽼⼈ホーム あゆみえん
18767 ⻘梅市 株式会社 安波冷機
18768 ⻘梅市 株式会社 若林商店
18769 ⻘梅市 株式会社 東新商会
18770 ⻘梅市 ⽇産部品中央販売 株式会社
18771 ⻘梅市 株式会社 星光
18772 ⻘梅市 株式会社タチエス技術・モノづくりセンター
18773 ⻘梅市 株式会社 めぐみケアサービス
18774 ⻘梅市 ⼤多摩霊園管理事務所
18775 ⻘梅市 南デザイン株式会社
18776 ⻘梅市 株式会社エーアイ設計⼯房
18777 ⻘梅市 トヨタモビリティ東京株式会社⻘梅新町店
18778 ⻘梅市 有限会社 新⽣設備
18779 ⻘梅市 株式会社 富⼠薬品 ⻘梅営業所
18780 ⻘梅市 ネッツトヨタ多摩㈱  藤橋店



18781 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 東京恵明学園東京恵明学園児童部
18782 ⻘梅市 株式会社 ナガサワ
18783 ⻘梅市 マテラス⻘梅⼯業株式会社
18784 ⻘梅市 友和塗料株式会社
18785 ⻘梅市 多摩きた⽣活クラブ⽣活協同組合⻘梅センター
18786 ⻘梅市 株式会社 吉本製作所
18787 ⻘梅市 株式会社 ⿃海鋼業
18788 ⻘梅市 株式会社 友伸産業
18789 ⻘梅市 株式会社 マルフジ千ヶ瀬店
18790 ⻘梅市 ⽥中⼯業株式会社
18791 ⻘梅市 東京都交通局 ⾞両電気部発電事務所
18792 ⻘梅市 京セラオプテック株式会社東京⻘梅⼯場
18793 ⻘梅市 障害者⽀援施設 花の⾥
18794 ⻘梅市 三和⼯機株式会社
18795 ⻘梅市 社会福祉法⼈⻘梅市社会福祉事業⻘梅市⾃⽴センター
18796 ⻘梅市 井⼾鉄建株式会社
18797 ⻘梅市 有限会社 シムラ
18798 ⻘梅市 綜合警備保障株式会社⻘梅営業所
18799 ⻘梅市 フォルモントフォールディングス
18800 ⻘梅市 有限会社 桑⽥商店
18801 ⻘梅市 株式会社たまご倶楽部
18802 ⻘梅市 株式会社 サンメディカルサービ
18803 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合本店 営業課
18804 ⻘梅市 有限会社 井上⾦属⻘梅営業所
18805 ⻘梅市 株式会社 カシワ
18806 ⻘梅市 株式会社 ⼤島商事
18807 ⻘梅市 株式会社ポラン オーガニックデリバリ 流通センター
18808 ⻘梅市 社会福祉法⼈ ⼀⽯会特別養護⽼⼈ホーム ⼤洋園
18809 ⻘梅市 株式会社 サンケン
18810 ⻘梅市 株式会社 東協エコシステム
18811 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 仁育会介護⽼⼈福祉施設 ⻘梅療育院
18812 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 倭林会
18813 ⻘梅市 株式会社ソウ・システム・サービス
18814 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 積善会⻘梅複合型ケアサービスセンター
18815 ⻘梅市 東京都⽔道局⻘梅サービスステーション
18816 ⻘梅市 株式会社きらぼし銀⾏⻘梅⽀店
18817 ⻘梅市 安藤機械⼯業株式会社
18818 ⻘梅市 株式会社 トーシン
18819 ⻘梅市 医療法⼈財団岩尾会介護⽼⼈保健施設 ⻘梅すえひろ苑
18820 ⻘梅市 五⼤機⼯株式会社
18821 ⻘梅市 医療法⼈社団 和⾵会在宅事業本部
18822 ⻘梅市 医療法⼈社団和⾵会⻘梅市地域包括⽀援センターうめぞの
18823 ⻘梅市 医療法⼈社団 和⾵会デイサービスセンターパーク



18824 ⻘梅市 社会福祉法⼈⻘梅なかまの会
18825 ⻘梅市 根津鋼材株式会社 ⻘梅事業所
18826 ⻘梅市 有限会社 テンフィート
18827 ⻘梅市 医療法⼈財団岩尾会東京海道病院
18828 ⻘梅市 有限会社アイケアーサービス⻘梅
18829 ⻘梅市 株式会社ニッタタイヤ⻘梅⽀店
18830 ⻘梅市 保坂建設 株式会社
18831 ⻘梅市 河辺デイサービスセンターわかくさ
18832 ⻘梅市 滝ノ上デイサービスセンター
18833 ⻘梅市 税理⼠法⼈ ⼩澤会計事務所
18834 ⻘梅市 新⽇本サービス株式会社
18835 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 南⾵会
18836 ⻘梅市 社会福祉法⼈ 南⾵会⻘梅学園
18837 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合葬祭センター
18838 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合東⻘梅⽀店
18839 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合新町⽀店
18840 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合 調布⽀店
18841 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合 ⼆俣尾⽀店
18842 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合 指導経済部
18843 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合 指導経済部かすみ直売センター
18844 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合グリーンセンター
18845 ⻘梅市 ⻄東京農業協同組合 本部
18846 府中市 警視庁（他3） 
18850 府中市 多摩信⽤⾦庫府中⽀店
18851 府中市 株式会社ファミリーマート調布営業所
18852 府中市 相⽥化学⼯業株式会社
18853 府中市 ⼩泉機器⼯業株式会社
18854 府中市 トヨタモビリティ東京株式会社府中⻄原店
18855 府中市 (株)フィリップス・ジャパン⻄東京⽀店
18856 府中市 東京スバル株式会社 府中店
18857 府中市 社会福祉法⼈ひばり福祉会集いの家
18858 府中市 株式会社⾦⼦式典
18859 府中市 新明電材株式会社
18860 府中市 株式会社ホンダカーズ東京中央ユーセレクト府中南
18861 府中市 社会福祉法⼈ひばり福祉会むさし結いの家
18862 府中市 株式会社⻄関東パワーテクノ多摩⽀社
18863 府中市 株式会社 ジーエーシーサポート
18864 府中市 株式会社五藤光学研究所
18865 府中市 航空⾃衛隊府中基地
18866 府中市 甲⾠電気⼯事株式会社
18867 府中市 株式会社永久機関
18868 府中市 ⼀般財団法⼈ 東京都交通安全協会
18869 府中市 株式会社榊組



18870 府中市 昭和ＳＯＣ（株）
18871 府中市 株式会社ほづみ
18872 府中市 鈴⽊設備株式会社
18873 府中市 株式会社ヤナセ東京⽀店府中⽀店
18874 府中市 株式会社 サンドラッグ
18875 府中市 株式会社 テレ・エンジニアリング
18876 府中市 リコージャパン株式会社
18877 府中市 株式会社 ⼭梨中央銀⾏府中⽀店
18878 府中市 航空⾃衛隊府中基地
18879 府中市 松下タウンクリーナ
18880 府中市 学校法⼈府中佼成幼稚園
18881 府中市 株式会社関東マツダ東府中店
18882 府中市 アルフレッサ株式会社府中事業所
18883 府中市 株式会社シンクハピネス
18884 府中市 トヨタモビリティ東京株式会社府中⽩⽷台店
18885 府中市 コカコーライーストジャパン株式会社府中営業所
18886 府中市 トヨタモビリティ東京株式会社府中の森店
18887 府中市 国⽴⼤学法⼈東京農⼯⼤学農学府農学部
18888 府中市 ⼤有建設株式会社府中営業所
18889 府中市 東京ホールセール株式会社
18890 府中市 警察⼤学校
18891 府中市 ロート・ルーターサービス（株）多摩
18892 府中市 株式会社ダイニチ⾃販機サービス
18893 府中市 株式会社 細野
18894 府中市 ⼤東建託株式会社
18895 府中市 株式会社さくらトータルサービス
18896 府中市 ダイキン⼯業株式会社多摩サービス・ステーション
18897 府中市 株式会社ROMAN
18898 府中市 特定⾮営利活動法⼈ 芽⽣会
18899 府中市 ライズホーム株式会社
18900 府中市 株式会社松原企業
18901 府中市 東都観光企業株式会社マロウドイン東京
18902 府中市 ＪＲＡ東京競⾺場
18903 府中市 ⼟⽅建設株式会社
18904 府中市 府中⾃動⾞教習所
18905 府中市 府中刑務所
18906 府中市 警視庁府中警察署
18907 府中市 東京消防庁府中消防署
18908 府中市 府中市役所管理課現業事務所
18909 府中市 府中市⽣活環境部ごみ減量推進課
18910 府中市 府中市都市整備部下⽔道課
18911 府中市 株式会社フォルム
18912 府中市 株式会社冨⼠⼟⽊



18913 府中市 府中市⾏政管理部財産活⽤課
18914 府中市 ワタミの宅⾷東京府中晴⾒営業所
18915 府中市 株式会社蔵ダイニング
18916 府中市 株式会社ベルコム
18917 府中市 東芝インフラシステムズ株式会社電機サービスセンター府中事業所
18918 府中市 ジャパン建材株式会社府中営業所
18919 府中市 ホシザキ東京株式会社府中営業所
18920 府中市 マサダ⾃動⾞⼯業株式会社
18921 府中市 真野背景株式会社
18922 府中市 株式会社吉野清掃
18923 府中市 松永電機⼯業株式会社
18924 府中市 ＪＲＡファシリティーズ（株）東京事業所
18925 府中市 都建材⼯業株式会社
18926 府中市 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀⾏府中⽀店
18927 府中市 湧泉⼯業株式会社
18928 府中市 学校法⼈ 明星学苑
18929 府中市 エーザイ株式会社
18930 府中市 株式会社伊藤園府中⽀店
18931 府中市 セコムトセック株式会社府中事業所
18932 府中市 朝⽇ウッドテック（株）東京⻄営業所
18933 府中市 株式会社村野商店
18934 府中市 株式会社 ＦＣＳ
18935 府中市 かがやきデイサービス府中⽩⽷台
18936 府中市 株式会社交通建設府中⼯事所
18937 府中市 東邦薬品株式会社⽴川府中営業所
18938 府中市 株式会社きらぼし銀⾏府中⽀店兼東府中⽀店兼⻄国分寺⽀店
18939 府中市 横沢建設株式会社
18940 府中市 ケイミューホームテック（株）⻄東京営業所
18941 府中市 住宅情報館株式会社府中店
18942 府中市 有限会社古川新興
18943 府中市 ⾃衛隊東京地⽅協⼒本部府中分駐所
18944 府中市 株式会社トーショー多摩⽀店
18945 府中市 ⼩島電機⼯業株式会社府中営業所
18946 府中市 株式会社クラスト府中⽀店
18947 府中市 三協オイルレス⼯業株式会社
18948 府中市 株式会社三井住友銀⾏府中法⼈営業部
18949 府中市 株式会社⽊曽路府中店
18950 府中市 スバル興業株式会社多摩営業所
18951 府中市 有限会社東央建設
18952 府中市 ㈱読売プリントメディア府中⼯場
18953 府中市 株式会社ムトウ多摩⽀店
18954 府中市 株式会社 ⼤塚商会府中⽀店
18955 府中市 ⽇本縁化株式会社



18956 府中市 株式会社メディセオ多摩病院⽀店
18957 府中市 ダイキンエアテクノ株式会社
18958 府中市 株式会社エルビー
18959 府中市 府中⽩⽷台幼稚園
18960 府中市 トヨタモビリティ東京株式会社府中若松町店
18961 府中市 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ株式会社医薬東京⽀店多摩
18962 府中市 株式会社ハピネットベンディングサービス
18963 府中市 株式会社⽩⽯⼯業
18964 府中市 社会福祉法⼈多摩同胞会府中市特別養護⽼⼈ホームあさひ苑
18965 府中市 東京電⼒パワーグリッド株式会社武蔵野⽀社 府中事務所
18966 府中市 株式会社⼩池商店府中営業所
18967 府中市 東芝電材マーケティング（株）多摩営業所
18968 府中市 株式会社⽇産プリンス⻄東京販売府中⽩⽷台店
18969 府中市 ⽇産プリンス⻄東京販売株式会社府中店
18970 府中市 社会福祉法⼈ 仁和会
18971 府中市 加藤⾃動⾞⼯業有限会社
18972 府中市 サンコー機材株式会社
18973 府中市 ⼩野薬品⼯業株式会社多摩営業所
18974 府中市 エンドレスハウザージャパン株
18975 府中市 株式会社マースエンジニアリング⻄東京営業所
18976 府中市 株式会社ﾉｰﾐ･ﾃｸﾉ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
18977 府中市 東京都北多摩南部建設事務所
18978 府中市 株式会社⼤宇⼯業
18979 府中市 社会福祉法⼈ 若⽔会にじのいろ保育園
18980 府中市 （医）清新会ピースプラザ
18981 府中市 医療法⼈療⼼會綜合在宅⽀援センターいぶき
18982 府中市 メッシュ株式会社東京⽀店
18983 府中市 ダイハツ東京販売株式会社府中店
18984 府中市 興建産業株式会社
18985 府中市 ＫＯＡ株式会社
18986 府中市 清⽔電設株式会社
18987 府中市 明⽣電設株式会社府中作業所
18988 府中市 株式会社村内外⾞センター
18989 府中市 東京都多摩府中保健所
18990 府中市 京王グリーンサービス㈱
18991 府中市 中央労働⾦庫府中⽀店
18992 府中市 株式会社ＩＣＴフィールドサポート
18993 府中市 訪問看護ステーション いきいき
18994 府中市 学校法⼈⼭縣学園 北⼭幼稚園
18995 府中市 府中⽂化幼稚園
18996 府中市 東芝通信インフラシステムズ株式会社
18997 府中市 有限会社紅葉丘⼯業所
18998 府中市 株式会社⼤久保多摩古紙センター府中



18999 府中市 有限会社プラムコーポレーション
19000 府中市 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Ｃａｒ府中店
19001 府中市 株式会社 ⼤滝 多摩営業所
19002 府中市 ⼤久保興業株式会社
19003 府中市 株式会社⻘⽊屋
19004 府中市 株式会社フジテクノ
19005 府中市 東和薬品株式会社府中営業所
19006 府中市 府中わかば幼稚園
19007 府中市 損害保険ジャパン株式会社
19008 府中市 株式会社新東京マツシマ
19009 府中市 ＮＴＴ東⽇本-南関東東京事業部東京武蔵野⽀店設備部
19010 府中市 株式会社アペックス 府中営業所
19011 府中市 株式会社りそな銀⾏東府中⽀店
19012 府中市 トヨタモビリティ東京（株）営業⽀援セン中古⾞商品仕分室府中SC
19013 府中市 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
19014 府中市 ブリストル・マイヤーズ㈱
19015 府中市 学校法⼈ 桐誠学園府中新町幼稚園
19016 府中市 フローレンスケア聖蹟桜ヶ丘
19017 府中市 介護⽼⼈保健施設ファミリート府中
19018 府中市 ニック株式会社 府中営業所
19019 府中市 株式会社スズケン府中事業所
19020 府中市 東京農⼯⼤学ＦＳセンター
19021 府中市 東京キリンビバレッジサービス株府中⽀店
19022 府中市 ⼤塚刷⽑製造株式会社
19023 府中市 東芝ビジネスエキスパート株式会社
19024 府中市 モランボン株式会社
19025 府中市 株式会社 ＮＫＬ
19026 府中市 府中⽩百合幼稚園
19027 府中市 ⽇⽴ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱家電ｻｰﾋﾞｽ本部 府中ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
19028 府中市 テルモ株式会社多摩⽀店
19029 府中市 信和建設株式会社
19030 府中市 株式会社 創和
19031 府中市 マインズ農業協同組合⻄府⽀店
19032 府中市 株式会社Ｃ，Ａ，Ｔ
19033 府中市 マインズ農業協同組合
19034 府中市 府中市市⺠協働推進部地域コミュニティ課
19035 府中市 ⽯川徳建設株式会社
19036 府中市 株式会社 三和式典
19037 府中市 ヤマト科学株式会社東京⻄営業所
19038 府中市 ＥＡファーマ株式会社府中営業所
19039 府中市 有限会社柏屋
19040 府中市 有限会社さとみ企画
19041 府中市 東芝環境ソリューション株式会社府中事業所



19042 府中市 築地⿂市場㈱府中営業所
19043 府中市 アイモアスペース株式会社
19044 府中市 株式会社⽇本計装
19045 府中市 三洋リース株式会社
19046 府中市 株式会社 ⼩泉多摩
19047 府中市 株式会社ニップラ
19048 府中市 株式会社ファミリーマート
19049 府中市 医療法⼈社団 佑樹会 介護⽼⼈保健施設 ふれあいの⾥
19050 府中市 オリンパスマーケティング株式会社 府中⽀店
19051 府中市 株式会社ＤＪＫ
19052 府中市 株式会社府中植清園
19053 府中市 株式会社 いせや
19054 府中市 株式会社 ⽇本医化器械製作所
19055 府中市 株式会社ＭＡＣ
19056 府中市 株式会社⽇本ボーサイ⼯業
19057 府中市 株式会社ともや
19058 府中市 児⽟建設株式会社
19059 府中市 ⽇本エレクトロニツクシステムズ（株）⻄東京事務所
19060 府中市 株式会社フロンティア府中営業所
19061 府中市 株式会社ＮＴＴ東⽇本−南関東東京事業部東京武蔵野⽀店
19062 府中市 株式会社ホンダパーツ⽇商東京⻄営業所
19063 府中市 株式会社ＮＩＰＰＯ 多摩出張所
19064 府中市 ⽣活協同組合パルシステム東京府中センター
19065 府中市 株式会社 東京緑化
19066 府中市 東京都住宅供給公社
19067 府中市 株式会社銀しゃり府中⼯場
19068 府中市 ロジスネクスト東京株式会社府中営業所
19069 府中市 株式会社東京マツシマ
19070 府中市 ⼤正製薬株式会社医薬営業部関東第１⽀店
19071 府中市 東京⽔道(株)府中サービスステーション
19072 府中市 宮岡建設株式会社
19073 府中市 キリンメンテナンス・サービス⾸都圏CEセンター
19074 府中市 エクシオグループ株式会社府中総合技術センター
19075 府中市 株式会社フレッシュデリカネットワーク
19076 府中市 株式会社 鋼和企業
19077 府中市 国⽴⼤学法⼈東京農⼯⼤学 本部
19078 府中市 有限会社 永井⾃動⾞
19079 府中市 府中市役所都市整備部 公園緑地課
19080 府中市 セントラルフイットネスクラブ府中
19081 府中市 株式会社ファインケアリハデイボナール東府中
19082 府中市 株式会社 敏鉄⼯
19083 府中市 村上建設株式会社
19084 府中市 ソラスト⻄府



19085 府中市 府中市⽂化スポーツ部スポーツ振興課
19086 府中市 株式会社⼤⽊組
19087 府中市 株式会社 友伸エンジニアリング
19088 府中市 東京都⽴府中療育センター
19089 府中市 府中市⾏政管理部防災危機管理課
19090 府中市 ⾦⼦設備⼯業株式会社
19091 府中市 ⽇本郵便株式会社武蔵府中郵便局
19092 府中市 東芝プラントシステム府中事務所
19093 府中市 株式会社 ファインケアリハデイ ボナール府中美好町
19094 府中市 荻野化成株式会社
19095 府中市 東京海上⽇動⽕災保険株式会社府中⽀社
19096 府中市 株式会社⽇本⽔処理技研
19097 府中市 ⼤輝測量株式会社
19098 府中市 株式会社 東栄住宅
19099 府中市 医療法⼈社団 平郁会府中みどりクリニック
19100 府中市 株式会社クリテム
19101 府中市 株式会社藤和ハウス府中店
19102 府中市 株式会社スズキ⾃販南東京府中センター
19103 府中市 （株）福屋不動産販売 府中店
19104 府中市 医療法⼈社団 珠泉会 介護⽼⼈保健施設 ウィング
19105 府中市 南建設株式会社
19106 府中市 ⽣活共同組合コープみらいコープデリ府中センター
19107 府中市 エア・ウォーター東⽇本株式会社府中営業所
19108 府中市 株式会社ダイフクプラスモア東⽇本⽀店
19109 府中市 株式会社樗澤
19110 府中市 ツクイ 府中⻄原町
19111 府中市 株式会社太⽥製作所
19112 府中市 有限会社昆⼯務店
19113 府中市 府中市⽴⼼⾝障害者福祉センター
19114 府中市 第⼀⼯事株式会社
19115 府中市 国際航業株式会社
19116 府中市 東京エレクトロン株式会社府中テクノロジーセンター
19117 府中市 株式会社伊藤住設府中⽀店
19118 府中市 株式会社 サラダクラブ
19119 府中市 株式会社宮光園
19120 府中市 株式会社パンプキンズコーポレーション
19121 府中市 公益社団法⼈府中市シルバー⼈材センター
19122 府中市 ダンロップタイヤ中央（株）タイヤセレクト府中
19123 府中市 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス府中
19124 府中市 サンコウ総合設備株式会社
19125 府中市 有限会社深⾕設備⼯業
19126 府中市 丸⽂通商株式会社 東京営業所
19127 府中市 株式会社マイテック



19128 府中市 マインズ農業協同組合葬祭課
19129 府中市 野⼝興産株式会社⻄関東⽀店
19130 府中市 ニューズ産業株式会社
19131 府中市 株式会社ユニオントラスト府中営業所
19132 府中市 綜合警備保障株式会社府中営業所多摩⽀社府中営業所
19133 府中市 社会福祉法⼈正吉福祉会府中市⽴よつや苑
19134 府中市 株式会社アサンテ
19135 府中市 ⼭本電機株式会社
19136 府中市 京王建設株式会社本社
19137 府中市 三菱電機ビルソリューションズ㈱府中営業所
19138 府中市 株式会社⼤内商事
19139 府中市 株式会社ミツワ⼯業
19140 府中市 株式会社スーパーヤマザキ本部
19141 府中市 社会福祉法⼈ 多摩同胞会泉苑ケアセンター
19142 府中市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社府中店
19143 府中市 株式会社 フクオ⼯業
19144 府中市 株式会社ホンダカーズ東京中央府中店
19145 府中市 株式会社富⼠実建設
19146 府中市 ⽇本ベーリンガーインゲルハイム（株）多摩ＣＳセンター
19147 府中市 ⽇本ライフライン（株）多摩営業所
19148 府中市 有限会社⼤蔵⼟⽊
19149 府中市 株式会社 ⽩洋舎 武蔵野⽀店府中営業所
19150 府中市 株式会社 セリオ東京⻄営業所
19151 府中市 有限会社曽⽊機⼯
19152 府中市 キューピー株式会社⻄東京営業所
19153 府中市 訪問看護ステーションデューン府中
19154 府中市 エクシオインフラ株式会社府中技術センタ
19155 府中市 秀鷹興業株式会社
19156 府中市 トヨタS＆D⻄東京株式会社 府中武蔵台店
19157 府中市 YKT株式会社ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
19158 府中市 有限会社堀江⾃動⾞
19159 府中市 ⽇産プリンス⻄東京販売株式会社府中⻄原店
19160 府中市 東京消防庁 府中消防署朝⽇出張所
19161 府中市 株式会社 スズキ⼆輪
19162 府中市 株式会社川本製作所 多摩営業所
19163 府中市 リンガーハット開発株式会社
19164 府中市 セントケア東京株式会社
19165 府中市 ⽇本郵便株式会社東京多摩郵便局
19166 府中市 多摩アスコン株式会社
19167 府中市 株式会社 ⼩倉建設
19168 府中市 アズハイム府中中河原デイサービスセンター
19169 府中市 株式会社アクティオ調布営業所
19170 府中市 社会福祉法⼈ 茶屋の園



19171 府中市 新栄通信株式会社⻄東京技術センター
19172 府中市 古澤電機株式会社
19173 府中市 アース警備保障株式会社
19174 府中市 MeijiSeikaファルマ株式会社医薬東京⽀店
19175 府中市 社会福祉法⼈あけぼの福祉会府中⽣活実習所
19176 府中市 制御機材株式会社
19177 府中市 エクシオグループ株式会社
19178 府中市 宗教法⼈永福寺
19179 府中市 株式会社 アカギ⻄関東営業所
19180 府中市 株式会社 府中防⽔⼯業
19181 府中市 社会福祉法⼈ 安⽴園
19182 府中市 ⼟屋⼯業株式会社
19183 府中市 東京都⽴神経病院
19184 府中市 医療法⼈社団卓⼼会ながた内科クリニック
19185 府中市 株式会社ヤマダデンキNew web.com 府中店
19186 府中市 株式会社三浦組
19187 府中市 株式会社翔栄通信
19188 府中市 株式会社サンライズ
19189 府中市 マルタスギヨ株式会社東京営業所
19190 府中市 株式会社中⻄製作所 多摩営業所
19191 府中市 東邦電気⼯業株式会社多摩営業所
19192 府中市 三井住友海上⽕災保険株式会社
19193 府中市 丸井産業（株）多摩営業所
19194 府中市 株式会社ノア
19195 府中市 有限会社タイヤガーデン東京タイヤガーデン府中
19196 府中市 有限会社ティー・オー・ピー
19197 府中市 株式会社ヨシケイ東京府中営業所
19198 府中市 株式会社シンコー
19199 府中市 株式会社ライトボーイ
19200 府中市 デイサービスセンターなごやか府中
19201 府中市 三井不動産リアルティ株式会社府中店
19202 府中市 マインズ農業協同組合多磨⽀店
19203 府中市 なごみ鍼灸マッサージ治療院
19204 府中市 有限会社アチーヴ
19205 府中市 株式会社 フルスペック
19206 府中市 株式会社クイック・ガーデニング
19207 府中市 株式会社⽥原電機製作所
19208 府中市 太陽エコブロックス株式会社
19209 府中市 伊藤ハム販売株式会社東京多摩営業所
19210 府中市 柳河エンジニアリング株式会社
19211 府中市 MeijiSeikaファルマ株式会社
19212 府中市 株式会社 ファミリーマート府中営業所
19213 府中市 株式会社 ⽟川造園



19214 府中市 永成建設株式会社
19215 府中市 在宅療養⽀援ステーション楓の⾵国⽴府中
19216 府中市 東急技術センター株式会社
19217 府中市 フランスベッド㈱メディカル府中営業所
19218 府中市 株式会社スズキ⾃販南東京スズキアリーナ府中栄
19219 府中市 株式会社 ⼭秀
19220 府中市 株式会社⼭電計測
19221 府中市 リノ・ハピア株式会社多摩営業所
19222 府中市 ヤマト電機株式会社 府中営業所
19223 府中市 株式会社かんぽ⽣命保険 武蔵野⽀店 武蔵府中郵便局
19224 府中市 株式会社三鈴
19225 府中市 株式会社井⼝機⼯製作所府中⼯場
19226 府中市 株式会社 スペースなる
19227 府中市 株式会社江東微⽣物研究所⻄東京営業所
19228 府中市 株式会社オートコミュニケーションズ府中店
19229 府中市 ⽟川⽯材⼯業株式会社
19230 府中市 株式会社幼体連スポーツクラブ
19231 府中市 東京エレクトロンFE株式会社
19232 府中市 株式会社⽇光電機
19233 府中市 嶺川電気⼯事株式会社
19234 府中市 有限会社北信⼯業
19235 府中市 有限会社東洋ライズ
19236 府中市 東⽇本メルテック株式会社
19237 府中市 有限会社 緑栄
19238 府中市 株式会社花智
19239 府中市 栄光電気⼯事株式会社
19240 府中市 株式会社リィツメディカル府中営業所
19241 府中市 株式会社うちでの⼩勝
19242 府中市 株式会社ウエルコ
19243 府中市 株式会社 河村建設
19244 府中市 株式会社 ⽃沢⼯務店
19245 府中市 有限会社ダスキンハロー
19246 府中市 須藤⽯材株式会社多磨⽀店
19247 府中市 株式会社リーズ
19248 府中市 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社
19249 府中市 株式会社吉⽥東光
19250 府中市 ジープ府中
19251 府中市 ⽇本⽡斯株式会社府中営業所
19252 府中市 ⼤府⾃動⾞⼯業株式会社
19253 府中市 KOA株式会社むさし野⼯房
19254 府中市 ⼀建設株式会社 府中営業所
19255 府中市 株式会社フレーベル館⻄東京⽀社
19256 府中市 株式会社ベストメディカルライフベストこころ薬局



19257 府中市 ⼭⼀体育施設株式会社
19258 府中市 有限会社 粕川造園
19259 府中市 株式会社テンテック
19260 府中市 ⽇本アイ・ビー・エム株式会社府中事業所
19261 府中市 KOA株式会社武蔵野⼯房武蔵野営業所
19262 府中市 社会福祉法⼈ ひばり福祉会作業所スクラム
19263 府中市 株式会社⼋州
19264 府中市 ⽇産⾃動⾞販売株式会社
19265 府中市 わそら合同会社
19266 府中市 有限会社 千住建材
19267 府中市 ㈱空調保全⼯業
19268 府中市 (株)総合建設ケーツー⼯房
19269 府中市 株式会社オープンハウス府中営業センター
19270 府中市 株式会社 グリーンベル府中恵仁会病院 運転管理
19271 府中市 あるもに訪問介護リハビリステーション
19272 府中市 有限会社 本間ブロック⼯業
19273 府中市 有限会社 松村モータース
19274 府中市 アサヒサンクリーン株式会社在宅介護センター 府中
19275 府中市 社会福祉法⼈ 多摩同胞会緑苑
19276 昭島市 株式会社みどり運転代⾏
19277 昭島市 合同会社 誠運転代⾏
19278 昭島市 ⽴川代⾏合同
19279 昭島市 橋本産業㈱多摩営業所
19280 昭島市 昭和⾶⾏機⼯業（株）昭島⼯場
19281 昭島市 (株)東和薬品昭島営業所
19282 昭島市 医療法⼈社団 佑樹会介護⽼⼈保健施設 なごみの⾥
19283 昭島市 フォスター電機㈱
19284 昭島市 スターゼン広域販売㈱昭島営業センター
19285 昭島市 カインズホーム昭島店
19286 昭島市 江能電機㈱
19287 昭島市 東⽇本成⼈矯正医療センター
19288 昭島市 Volkswagen昭和の森(フォルクスワーゲン)昭和の森
19289 昭島市 東京みどり農業協同組合昭島⽀店
19290 昭島市 （株）アシスト
19291 昭島市 ㈱ジャパンハイテクサービス
19292 昭島市 医療法⼈社団 潮友会うしお病院
19293 昭島市 ⽊村電⼦⼯業㈱
19294 昭島市 中央電材㈱
19295 昭島市 ㈱カトービルドシステム
19296 昭島市 昭和熔材㈱
19297 昭島市 昭島市役所総務部管財課
19298 昭島市 ＵＤトラックス㈱
19299 昭島市 （株）⼤久保



19300 昭島市 第⼀⽯産運輸㈱東京事業部
19301 昭島市 トヨタS＆D⻄東京㈱昭和の森
19302 昭島市 フジホーム
19303 昭島市 フランスベット㈱東京⼯場
19304 昭島市 寺村⼯業㈱
19305 昭島市 ⼩島電気⼯業㈱
19306 昭島市 ⽇本郵便㈱昭島郵便局
19307 昭島市 （株）ﾊﾞｲｾｯﾌﾟｽ ⽴川営業所
19308 昭島市 昭島ガス㈱
19309 昭島市 あきしま相互病院
19310 昭島市 ㈱サカイ・ヘルスケアー昭島店
19311 昭島市 ㈲原島組
19312 昭島市 多摩信⽤⾦庫 昭島⽀店
19313 昭島市 警視庁昭島警察署
19314 昭島市 税理⼠法⼈ ⼸家⽥・富⼭事務所
19315 昭島市 ⽣活協同組合パルシステム東京昭島センター
19316 昭島市 ㈱ＪＲＳ
19317 昭島市 国⽴プレス㈱
19318 昭島市 ユニオン建設㈱拝島出張所
19319 昭島市 ドラーフタイト⼯業㈱
19320 昭島市 ㈱野島⼟⽊
19321 昭島市 アーバンリゾーツ昭和の森㈱
19322 昭島市 ⽇本オイルサービス㈱
19323 昭島市 タニコー㈱⽴川営業所
19324 昭島市 世紀東急⼯業（株）⻄多摩営業所
19325 昭島市 扶桑建設㈱
19326 昭島市 ㈱福島⼯業所
19327 昭島市 サンコー機材㈱
19328 昭島市 ㈱タチエス
19329 昭島市 SAKURA訪問看護リハビリステーション昭島
19330 昭島市 ⽇産東京販売㈱拝島橋店
19331 昭島市 ㈱東京サービスセンター
19332 昭島市 ㈱サンクスコーポレーション多摩⽀店
19333 昭島市 スマイルケア昭和の森
19334 昭島市 ＳＧモータース（株）南東京店
19335 昭島市 ㈱アキネツウイット
19336 昭島市 協⽴舗道㈱
19337 昭島市 ⽴川酸素㈱
19338 昭島市 ㈱多摩⾃輛
19339 昭島市 国分⾸都圏㈱⻄東京⽀店
19340 昭島市 ソニーカスタマーサービス㈱
19341 昭島市 ㈱指⽥園
19342 昭島市 ㈱鈴めん



19343 昭島市 トヨタモビリティ東京（株）ＵーＣａｒ昭島店
19344 昭島市 ミドリ安全㈱⽴川⽀店
19345 昭島市 ㈲オカベカッター
19346 昭島市 ㈱東和銀⾏昭島⽀店
19347 昭島市 ㈱エクシング直販営業部 ⻄東京⽀店
19348 昭島市 ㈲横⼿モータース
19349 昭島市 ㈱ヤナセ 多摩⽀店
19350 昭島市 トヨタモビリティ東京㈱昭和の森店
19351 昭島市 ㈲貴藤
19352 昭島市 ㈱柴⽥製作所
19353 昭島市 扶桑管理サービス株式会社
19354 昭島市 ＨＯＹＡ㈱昭島⼯場
19355 昭島市 ⽇本ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞサービス（株）⻄東京⽀店
19356 昭島市 社会福祉法⼈ファミリー 特別養護⽼⼈ホーム ハピネス昭和の森
19357 昭島市 ㈱ワールド・メカニック多摩⽀店
19358 昭島市 （有）グローイング
19359 昭島市 ㈱松本興業
19360 昭島市 新興電設㈱
19361 昭島市 ㈲エナジーサポート
19362 昭島市 アストモスリテイリング㈱
19363 昭島市 東京燃料林産㈱
19364 昭島市 イワタ薬品㈱
19365 昭島市 （株）メディケアー 昭島事業所
19366 昭島市 敷島製パン㈱パスコ東京多摩⼯場東⽇本営業部
19367 昭島市 前⽥道路㈱昭島営業所
19368 昭島市 川鍋商事株式会社
19369 昭島市 全農東⽇本エネルギー（株）ＪＡクミアイプロパン昭島販売所
19370 昭島市 敷島製パン（株）パスコ多摩⼯場東⽇本冷⾷部
19371 昭島市 ハラダ製茶販売㈱
19372 昭島市 介護⽼⼈保健施設 いちいの杜
19373 昭島市 有限会社カネモト⼯業
19374 昭島市 坂村建設㈱
19375 昭島市 ⽇興⾃動⾞㈱
19376 昭島市 ＥＱＪ㈱
19377 昭島市 昭島ケアセンターそよ⾵
19378 昭島市 東京消防庁 昭島消防署
19379 昭島市 昭島恵泉幼稚園
19380 昭島市 社会福祉法⼈正夢の会昭島⽣活実習所
19381 昭島市 学校法⼈ 浦野学園昭島すみれ幼稚園
19382 昭島市 学校法⼈ ⾼城学園昭島台幼稚園
19383 昭島市 ニッコー・ロジスティクス㈱
19384 昭島市 住宅情報館㈱昭島店
19385 昭島市 ⽼⼈保健施設 アゼリア



19386 昭島市 公益社団法⼈昭島市シルバー⼈材センター
19387 昭島市 ㈱東京電測社
19388 昭島市 ㈱関野商事
19389 昭島市 （株）ネクステージ
19390 昭島市 医療法⼈徳州会東京⻄徳州会病院
19391 昭島市 SAKURA通所介護リハビリセンター
19392 昭島市 ㈱精密電化⼯業所
19393 昭島市 埼和興産株式会社多摩営業所
19394 昭島市 医療法⼈社団新東京⽯⼼会昭島腎クリニック
19395 昭島市 勝⽥産業㈱
19396 昭島市 イーストキング㈱
19397 昭島市 ㈱中村⼯業所
19398 昭島市 有限会社 ⽇建アルミ⼯業
19399 昭島市 デリア⾷品㈱⾸都圏⽀社東京⽀店
19400 昭島市 ケンちゃん餃⼦㈱
19401 昭島市 ⽇本電⼦㈱
19402 昭島市 ㈱三井Ｅ＆Ｓパワーシステムズ
19403 昭島市 社会福祉法⼈ 同胞互助会
19404 昭島市 株式会社 わくわく
19405 昭島市 富⼠重機建設株式会社
19406 昭島市 アリオス㈱
19407 昭島市 ヤマトオートワークス㈱⻄東京⼯場
19408 昭島市 ㈱奥⼭設備
19409 昭島市 清起⼯業㈱
19410 昭島市 マキタ㈱⽴川営業所
19411 昭島市 株式会社 ｴｰｼﾞｪﾝﾄ・ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京⻄⽀店
19412 昭島市 前⽥道路㈱昭島合材⼯場
19413 昭島市 扶桑管理サービス株式会社パステルライフ昭島
19414 昭島市 株式会社 フェイバリット
19415 昭島市 (有)⼩池組
19416 昭島市 東京キリンビバレッジサービス㈱多摩営業所
19417 昭島市 佐川急便株式会社⻄関東⽀店
19418 昭島市 ㈱東京めいらく多摩営業所
19419 昭島市 ⽣活協同組合コーポみらいコープデリ昭島センター
19420 昭島市 エヌティオートサービス株式会社拝島橋ＢＰセンター
19421 昭島市 たなべ給⾷
19422 昭島市 ㈲⼩林冷菓
19423 昭島市 有限会社 三和設備⼯業
19424 昭島市 ㈱HondaCars東京⻄ 昭島店
19425 昭島市 （株）タチエスＨ＆Ｐ
19426 昭島市 ㈱リガク
19427 昭島市 株式会社 デイケアセンターＡＳＯ昭島
19428 昭島市 ㈱ウエノ多摩⽀店



19429 昭島市 株式会社 オービーエス
19430 昭島市 ㈱⽇下部塗装店
19431 昭島市 ㈱⼤治建設
19432 昭島市 株式会社 エコフジ
19433 昭島市 株式会社 暁組
19434 昭島市 全国農業協同組合連合会東京都本部 昭島流通センター
19435 昭島市 協⽴包装㈱
19436 昭島市 ㈱ユニバーサルアシスト
19437 昭島市 住友ナコフォークリフト販売㈱ 多摩営業所
19438 昭島市 ㈱スズキ⾃販南東京スズキアリーナ昭島
19439 昭島市 株式会社 ＮＳコーポレーション
19440 昭島市 株式会社 さくらアネックス昭島店
19441 昭島市 東京⻄くじら訪問看護ステーション
19442 昭島市 株式会社かんぽ⽣命保険昭島郵便局かんぽサービス部
19443 昭島市 ハラダ協同サービス（株）東京昭島営業所
19444 昭島市 株式会社 モノファクトリー
19445 昭島市 ㈱三鷹精⼯
19446 昭島市 株式会社 昌建設
19447 昭島市 丸信産業㈲
19448 昭島市 株式会社 吉⽥組
19449 昭島市 (株)マブチ・エスアンドティー東京営業所
19450 昭島市 タマパック㈱
19451 昭島市 有限会社 海王
19452 昭島市 学校法⼈ 健映学園
19453 昭島市 (有)ムサシ興業
19454 昭島市 (株)岡本製作所
19455 昭島市 (株)ことぶき
19456 昭島市 (株)たまこうき
19457 昭島市 (株)昭島道路
19458 昭島市 ㈱昭⽴造園
19459 昭島市 ㈲安進商会
19460 昭島市 トヨタＳ＆Ｄ⻄東京(株)レクサス昭和の森
19461 昭島市 (株)佐藤商会
19462 昭島市 あけの星幼稚園
19463 昭島市 医療法⼈社団野村会昭和の杜病院
19464 昭島市 アイディホーム(株)
19465 昭島市 学校法⼈百⽺学園昭島幼稚園
19466 昭島市 東京都商⼯会連合会
19467 昭島市 (株)東京⽊⼯所昭島倉庫
19468 昭島市 ㈲エコアース
19469 昭島市 株式会社 ミライエ
19470 昭島市 ⼭本⾃動⾞⼯業㈱
19471 昭島市 (株)三栄



19472 昭島市 ㈱飯和建設
19473 昭島市 ㈱⼩泉多摩昭島営業所
19474 昭島市 学校法⼈星光学園栗ノ沢幼稚園
19475 昭島市 秋⼭建設㈱
19476 昭島市 昭島市⽔道部
19477 昭島市 ㈱カーライフサービス多摩⾞両
19478 昭島市 ㈱東京製作所
19479 昭島市 昭島市清掃センター
19480 昭島市 ㈱奉徳はないけ
19481 昭島市 ⽴川電機㈱
19482 昭島市 ㈱浅井設備
19483 昭島市 ㈱⼤倉商店
19484 昭島市 ㈲⼤和管⼯
19485 昭島市 ㈱榎本⼯務店
19486 昭島市 ㈱豊明
19487 昭島市 ㈱丸福商事
19488 昭島市 ㈲三協⾷品
19489 昭島市 イトマンスイミングスクール昭和の森校
19490 昭島市 ㈱関東マツダ昭島中神店
19491 昭島市 ワイエイシイホールディングス㈱
19492 昭島市 東京冷機⼯業㈱多摩事業所
19493 昭島市 昭島市都市整備部管理課
19494 昭島市 ㈲富⼠企業
19495 昭島市 ㈱荒川⽊⼯所
19496 昭島市 ㈱エコス
19497 昭島市 東京⽇産⾃動⾞販売㈱昭島店
19498 昭島市 トヨタＳ＆Ｄ⻄東京㈱
19499 昭島市 ㈱ハーティマネジメントダスキン松原⽀店
19500 昭島市 トヨタモビリティ東京㈱昭島店
19501 昭島市 株式会社旬菜デリ昭島事業所
19502 昭島市 株式会社NIPPO横⽥エプロン増設⼯事事務所
19503 調布市 警視庁 
19504 調布市 東京冷機⼯業株式会社⻄部営業所
19505 調布市 ㈱調布⾃動⾞学校
19506 調布市 林建設㈱
19507 調布市 ㈱サンコー環境調査センター
19508 調布市 株式会社みずほ銀⾏調布法⼈部
19509 調布市 警視庁調布警察署
19510 調布市 （有）若葉園
19511 調布市 株式会社 共和電業
19512 調布市 株式会社⾓川⼤映スタジオ
19513 調布市 株式会社 ⽯渡⼯業
19514 調布市 株式会社 ビィ・フォアード



19515 調布市 トヨタモビリティ東京株式会社調布国領店
19516 調布市 ⾦⼦スポーツ振興㈱
19517 調布市 有限会社 調和舗道
19518 調布市 興和株式会社 東京第⼀⽀店多摩営業所
19519 調布市 ㈲家根松⽡店
19520 調布市 ⽉兎ソース㈱
19521 調布市 調布市役所
19522 調布市 社会福祉法⼈調布市社会福祉協議会希望の家深⼤寺
19523 調布市 株式会社 ⼤下内
19524 調布市 株式会社 ⽇本シネ・サービス
19525 調布市 深電⼯業株式会社
19526 調布市 株式会社ツクイ調布菊野台
19527 調布市 ㈱鶴巻商事
19528 調布市 ⼤和基礎設計株式会社
19529 調布市 株式会社 ヨドバシカメラ調布拠点
19530 調布市 富⼠フイルムVETシステムズ株式会社
19531 調布市 株式会社モトーレン東名横浜ＢＭＷ調布⽀店
19532 調布市 フロンティア株式会社
19533 調布市 東京ヤクルト販売株式会社調布事業所
19534 調布市 アースサポート株式会社調布国領営業所
19535 調布市 ダイドービバレッジサービス株式会社
19536 調布市 株式会社ジェイコム東京調布局
19537 調布市 社会福祉法⼈ 常磐会総合福祉施設 ときわぎ国領
19538 調布市 熊澤建材㈱
19539 調布市 ㈱久保⼯務店
19540 調布市 ヤマサ⼯事株式会社
19541 調布市 ソニーカスタマーサービス株式会ソニーサービスステーション調布
19542 調布市 公益社団法⼈調布市シルバー⼈材センター
19543 調布市 (株)マジオネット多摩宅配クック１２３三鷹・調布・狛江店
19544 調布市 独⽴⾏政法⼈⾃動⾞技術総合機構交通安全環境研究所
19545 調布市 株式会社ジューテック⻄東京営業所
19546 調布市 株式会社栄住産業東京営業所
19547 調布市 京王建設株式会社調布事務所
19548 調布市 エクシオグループ株式会社
19549 調布市 株式会社光営 調布営業所
19550 調布市 宇宙航空研究開発機構調布航空宇宙センター
19551 調布市 ユニオンメディカル株式会社
19552 調布市 ⾼津装飾美術株式会社
19553 調布市 株式会社東京ドームスポーツ後楽園スポーツクラブ調布
19554 調布市 ㈱ヒガ・インダストリーズドミノピザ仙川店
19555 調布市 ㈱末吉商会
19556 調布市 東京消防庁 調布消防署
19557 調布市 フランスベッド株式会社メディカル調布営業所



19558 調布市 ⽯井⾃動⾞㈱
19559 調布市 ⽇本郵便株式会社 調布郵便局
19560 調布市 むさしの⽣コン㈱調布⼯場
19561 調布市 ㈱みずほ銀⾏調布⽀店
19562 調布市 シダックス株式会社総務部
19563 調布市 株式会社オーウショウ
19564 調布市 株式会社きらぼし銀⾏調布⽀店
19565 調布市 ⽇産東京販売株式会社調布つつじヶ丘店
19566 調布市 ㈱オープンハウス調布営業センター
19567 調布市 株式会社ザックステージ
19568 調布市 ⿅島建設㈱技術研究所
19569 調布市 株式会社リメックス
19570 調布市 アースサポート株式会社アースサポート調布
19571 調布市 東京電⼒パワーグリッド株式会社武蔵野⽀社 調布事務所
19572 調布市 横浜銀⾏ 調布⽀店
19573 調布市 ユウキ⾷品㈱
19574 調布市 株式会社北洋建設東京⽀店
19575 調布市 株式会社 ⽊曽路調布店
19576 調布市 株式会社りそな銀⾏調布⽀店
19577 調布市 株式会社ハギワラオート
19578 調布市 ㈱植正園
19579 調布市 株式会社 保健科学研究所
19580 調布市 オーヤラックスクリーンサービス㈱
19581 調布市 ㈲ 東都
19582 調布市 ㈱⼩牧造園
19583 調布市 エスディーエムコンサルティング株式会社
19584 調布市 村越緑地㈱
19585 調布市 オリジン東秀 株式会社
19586 調布市 ⽣⻑の家本部練成道場
19587 調布市 ㈱緑興
19588 調布市 ㈱浜⾷
19589 調布市 仙川かおる幼稚園
19590 調布市 ㈱富沢造園
19591 調布市 ⽥中産業㈲
19592 調布市 巴⼭建設株式会社
19593 調布市 公益財団法⼈調布ゆうあい福祉公社
19594 調布市 ㈱タカノ産業
19595 調布市 ⽇本電計株式会社東京⻄営業所
19596 調布市 株式会社福屋不動産販売
19597 調布市 学校法⼈泳光学園調布若⽵幼稚園
19598 調布市 園部電設㈱
19599 調布市 株式会社 東京エコミック
19600 調布市 株式会社ドリームホーム



19601 調布市 株式会社⽇本典礼寺院協会
19602 調布市 ㈱タスケ
19603 調布市 株式会社 TRUSCON AUTOポルシェセンター調布
19604 調布市 株式会社ホンダカーズ東京中央調布インター店
19605 調布市 株式会社関東マツダ国領店
19606 調布市 オカダジーエージェイ㈱
19607 調布市 ㈲⼤幸舗道
19608 調布市 ㈱深光園
19609 調布市 医療法⼈社団⼤和会多摩川病院
19610 調布市 東設⼯業㈱
19611 調布市 アサヒ飲料販売株式会社調布⽀店
19612 調布市 ㈱ホンダカーズ東京中央調布東店
19613 調布市 東京スバル株式会社調布店
19614 調布市 株式会社藤和ハウス調布店
19615 調布市 株式会社調布清掃
19616 調布市 徳永薬局株式会社国領店
19617 調布市 株式会社アーネストワン調布営業所
19618 調布市 株式会社アベルコ
19619 調布市 富⼠フイルムイメージングシステムズ株式会社
19620 調布市 巴⼭興業株式会社
19621 調布市 株式会社 ヤマザキ
19622 調布市 ボルボ・カーズ三鷹
19623 調布市 ㈲葉⽉商会
19624 調布市 株式会社 きんそく
19625 調布市 ㈱リサジュー
19626 調布市 株式会社ノル コーポレーション
19627 調布市 株式会社フクヤサービス
19628 調布市 東電タウンプランニング株式会社
19629 調布市 Ｎ＆Ｆテクノサービス株式会社
19630 調布市 泰平⼯業㈱
19631 調布市 株式会社⼤倉東京⽀店
19632 調布市 前⽥道路株式会社 調布営業所
19633 調布市 ㈱ティップネス国領店
19634 調布市 株式会社ビーラウンド
19635 調布市 メルセデス・ベンツ調布株式会社シュテルン⾼井⼾
19636 調布市 ⼀般財団法⼈調布市市⺠サービス公社
19637 調布市 丸政建設株式会社
19638 調布市 ㈱⽩洋舎成城営業所
19639 調布市 社会福祉法⼈ ⼆葉保育園児童養護施設⼆葉学園
19640 調布市 ㈱セイカ
19641 調布市 株式会社 南陽ハウジング
19642 調布市 ㈲和⽥葬儀社
19643 調布市 多摩南⽣活クラブ⽣活協同組合調布センター



19644 調布市 株式会社スズキ⾃販南東京アリーナ調布中央
19645 調布市 株式会社 サンビーエム
19646 調布市 ㈲⽮⽥部茶屋
19647 調布市 シダックスフードサービス㈱⻄関東⽀店
19648 調布市 株式会社レンタルのニッケン世⽥⾕営業所
19649 調布市 社会福祉法⼈東京かたばみ会調布市ちょうふの⾥
19650 調布市 浅野商事㈱調布営業所
19651 調布市 東京⽇産⾃動⾞販売㈱新⾞のひろば三鷹店
19652 調布市 中央株式会社本社
19653 調布市 正勝建設㈱
19654 調布市 有限会社 ⽥島建設
19655 調布市 ㈱安信
19656 調布市 ミサワ住宅機器㈱
19657 調布市 三⼯サービス株式会社
19658 調布市 ワタミの宅⾷世⽥⾕成城営業所
19659 調布市 株式会社トシエンジニアリング
19660 調布市 株式会社ブルケン・マルタマ本社・調布営業所
19661 調布市 アメリカンスクールインジャパン
19662 調布市 誠⼼興業株式会社
19663 調布市 有限会社 協⽴産業
19664 調布市 アールホームリビング株式会社本社
19665 調布市 ㈲⼩久保建材
19666 調布市 狩野タイル⼯業㈱
19667 調布市 新⽇本通信⼯業株式会社
19668 調布市 株式会社磯原電気
19669 調布市 曼珠苑
19670 調布市 社会福祉法⼈ 東京かたばみ会特別養護⽼⼈ホーム 調布⼋雲苑
19671 調布市 特定医療法⼈ 研精会訪問看護ステーション ゆい調布
19672 調布市 藍澤証券㈱調布⽀店
19673 調布市 医療法⼈社団東仁会つつじヶ丘神代クリニック
19674 調布市 有限会社アート銘板⼯業
19675 調布市 ㈲⽯坂興業
19676 調布市 有限会社 和起
19677 調布市 相互建設株式会社
19678 調布市 Volkswagen調布KWS株式会社
19679 調布市 マインズ農業協同組合調布⽀店
19680 調布市 東京ガスリックリビング株式会社調布狛江営業所
19681 調布市 ㈱サクラ⾷品⼯業
19682 調布市 株式会社 光匠
19683 調布市 有限会社ＡＮＩＥＳ
19684 調布市 調布⽩菊幼稚園
19685 調布市 調布たちばな幼稚園
19686 調布市 ㈱保険あっとなびプラネット東京⻄



19687 調布市 株式会社 武蔵ホーム
19688 調布市 株式会社キツタカ 調布店
19689 調布市 株式会社ファインケアリハデイボナール調布
19690 調布市 調布駅前画像診断クリニック
19691 調布市 株式会社Green Ligh
19692 調布市 東京フットボールクラブ
19693 調布市 マインズ農業協同組合神代⽀店
19694 調布市 株式会社 アクセル
19695 調布市 株式会社 アクセルアクセル調布店
19696 調布市 株式会社アクセルボルボ・カーズ三鷹店
19697 調布市 ㈱安藤商会
19698 調布市 内外サービス株式会社
19699 調布市 東都⽣活協同組合調布センター
19700 調布市 ㈲中⼭建材興業
19701 調布市 東⽇本三菱⾃動⾞販売㈱調布店
19702 調布市 ㈱⼟⽅園芸場
19703 調布市 株式会社 調布銘⽊
19704 調布市 ㈲遠州屋⽊材店
19705 調布市 ㈱伊藤園 調布⽀店
19706 調布市 駿河台⼤学第⼀幼稚園
19707 調布市 トヨタモビリティ東京（株）調布⼋雲台店
19708 調布市 ㈱東京建設コンサルタント
19709 調布市 ㈱正和
19710 調布市 ⼤雄電設⼯業㈱調布ビル
19711 調布市 三州基礎株式会社
19712 調布市 ⽇産プリンス⻄東京販売㈱調布多摩川店
19713 調布市 ㈱ドミノ・ピザ・ジャパンドミノ・ピザ調布店
19714 調布市 ㈲⽊⼭興業
19715 調布市 ㈱⼭⽥屋本店
19716 調布市 ㈱富⼠薬品 調布営業所
19717 調布市 サイセイゴンドラ株式会社
19718 調布市 トヨタモビリティ東京株式会社調布店
19719 調布市 ㈱東リース
19720 調布市 東京⽔道サービス株式会社調布管路管理所
19721 調布市 東京ガスリックリビング株式会社ライフバル調布狛江
19722 調布市 むさし野紙業株式会社
19723 調布市 ＪＡマインズ地域振興総合センタ
19724 調布市 公益財団法⼈ 東京都公園協会神代植物公園
19725 調布市 スターツＣＡＭ株式会社調布府中営業所
19726 調布市 トヨタモビリティ東京株式会社調布つつじヶ丘店
19727 調布市 株式会社ケアコム
19728 調布市 京王不動産（株）パーキング運営担当
19729 調布市 三井不動産リアルティ株式会社調布センター



19730 調布市 アウディジャパン販売㈱アウディ調布
19731 調布市 ㈱武蔵野フーズ健康宅配事業部調布営業所
19732 調布市 株式会社アベコー調布営業所
19733 調布市 ファインケア訪問看護ステーション 調布
19734 調布市 ㈱ＮＴＴ東⽇本−南関東アクセスオペレーションセンタ
19735 調布市 カノン調布
19736 調布市 ⿅島道路株式会社東京第⼆営業所
19737 調布市 特定⾮営利活動法⼈ わかばの会
19738 調布市 渡辺パイプ株式会社調布サービスセンター
19739 調布市 株式会社塩⽥屋
19740 調布市 アースサポート深⼤寺
19741 調布市 トヨタモビリティ東京（株）烏⼭店
19742 調布市 ⿅島建物総合管理株式会社関東⽀社 多摩出張所
19743 調布市 株式会社東栄住宅 調布⽀店
19744 調布市 株式会社 ドリームハウス
19745 調布市 （株）オープンハウス仙川営業所
19746 調布市 株式会社プレミアアシスト
19747 調布市 調布市役所
19748 調布市 株式会社 丸⼋ダイレクト
19749 調布市 株式会社やさしい⼿ゆめふる調布店
19750 調布市 株式会社 升建運輸
19751 調布市 旭化成住宅建設株式会社建設事業部建設調布事業所
19752 調布市 株式会社ヤマシタ 調布営業所
19753 町⽥市 ウルトラ運転代⾏
19754 町⽥市 訪問看護ステーションデューン多摩境
19755 町⽥市 株式会社⾳和電設
19756 町⽥市 （株）カシワバラ・コーポレーション⻄関東営業所
19757 町⽥市 ⼤地沢⻘少年センター
19758 町⽥市 桜美林ガーデンヒルズ
19759 町⽥市 東京⽇産⾃動⾞販売㈱多摩境店
19760 町⽥市 有限会社 東 典 礼
19761 町⽥市 ⽇本郵便株式会社町⽥⻄郵便局
19762 町⽥市 有限会社池⽥屋
19763 町⽥市 富クレーン 株式会社
19764 町⽥市 町⽥市農業協同組合堺⽀店
19765 町⽥市 多摩南⽣活クラブ⽣活協同組合多摩統合センター
19766 町⽥市 株式会社スズキ⾃販南東京多摩境営業所
19767 町⽥市 森崎⼯業 株式会社
19768 町⽥市 学校法⼈ 相原保善学園あいはら幼稚園
19769 町⽥市 多摩住起建設 株式会社
19770 町⽥市 株式会社 ＮＩＴＴＯＨ東京営業所
19771 町⽥市 町⽥すみれ幼稚園
19772 町⽥市 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ町⽥センター



19773 町⽥市 株式会社 オーク製作所
19774 町⽥市 株式会社 旅館 ランドリー町⽥事業所
19775 町⽥市 社会福祉法⼈ ⽵清会
19776 町⽥市 学校法⼈法政⼤学
19777 町⽥市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社町⽥⼩⼭店
19778 町⽥市 株式会社バルカー
19779 町⽥市 株式会社リンカン開発
19780 町⽥市 トヨタモビリティ東京株式会社多摩境店
19781 町⽥市 特定⾮営利活動法⼈相原やまゆり会
19782 町⽥市 ⼀建設株式会社橋本営業所
19783 町⽥市 永光建設株式会社
19784 町⽥市 東京航空計器（株）
19785 町⽥市 介護⽼⼈福祉施設 ヴィラ町⽥
19786 町⽥市 ツクイ・サンシャイン町⽥東館
19787 町⽥市 （株）ツクイ・サンシャイン町⽥⻄館
19788 町⽥市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア⼋王⼦デリバリーセンター
19789 町⽥市 三鈴⼯業株式会社
19790 町⽥市 PEMJapan株式会社
19791 町⽥市 株式会社 クレコオ 本社
19792 町⽥市 不⼆ボーリング⼯業株式会社関東⽀店
19793 町⽥市 医療法⼈社団 康⼼会ふれあい町⽥ホスピタル
19794 町⽥市 ⼟屋企業株式会社
19795 町⽥市 社会福祉法⼈共助会介護⽼⼈保健施設ｻﾝｼﾙﾊﾞｰ町⽥
19796 町⽥市 学校法⼈桜美林学園
19797 町⽥市 株式会社 三ノ輪建設
19798 町⽥市 協同建⼯株式会社町⽥営業所
19799 町⽥市 医療法⼈社団三友会あけぼの病院
19800 町⽥市 共⽴製薬株式会社ＣＡ神奈川第２営業所
19801 町⽥市 国際興業株式会社町⽥ドライヴィングスクール
19802 町⽥市 株式会社オーディオテクニカ成瀬事業所
19803 町⽥市 社会福祉法⼈七五三会
19804 町⽥市 町⽥ガス株式会社
19805 町⽥市 東京消防庁町⽥消防署
19806 町⽥市 特定⾮営利活動法⼈町⽥ヒューマンネットワーク
19807 町⽥市 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀⾏町⽥⽀店
19808 町⽥市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社鶴川店
19809 町⽥市 ホーチキ 株式会社町⽥事業所
19810 町⽥市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社町⽥南店
19811 町⽥市 あいおいニッセイ同和ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ株式会社
19812 町⽥市 万葉倶楽部株式会社
19813 町⽥市 株式会社⾼速道路総合技術研究所
19814 町⽥市 東京電⼒パワーグリッド株式会社多摩総⽀社町⽥事務所
19815 町⽥市 ⼤島造園⼟⽊株式会社東京営業所



19816 町⽥市 株式会社 ⻑州興業
19817 町⽥市 東急リバブル 株式会社町⽥センター
19818 町⽥市 株式会社⽊曽路町⽥店
19819 町⽥市 株式会社アイペック
19820 町⽥市 町⽥市農業協同組合経済センター
19821 町⽥市 布⻲株式会社町⽥デリバリーセンター
19822 町⽥市 町⽥市資源協同組合
19823 町⽥市 株式会社 町⽥電⼦計算センター
19824 町⽥市 株式会社 堤組
19825 町⽥市 住友林業緑化株式会社東京南営業所
19826 町⽥市 三井不動産リアルティ株式会社町⽥センター
19827 町⽥市 町⽥市役所 下⽔道部
19828 町⽥市 町⽥市役所
19829 町⽥市 東京⽔道株式会社町⽥サービスステーション
19830 町⽥市 町⽥市役所環境資源部町⽥リサイクル⽂化センター
19831 町⽥市 有限会社 北村建築設計事務所
19832 町⽥市 株式会社 横浜銀⾏町⽥⽀店
19833 町⽥市 株式会社佐藤渡辺町⽥合材⼯場
19834 町⽥市 株式会社川島建設
19835 町⽥市 株式会社⼤信電装
19836 町⽥市 アイワ広告株式会社
19837 町⽥市 ラディックス株式会社町⽥営業所
19838 町⽥市 警視庁町⽥警察署
19839 町⽥市 株式会社平野屋⾦物店
19840 町⽥市 通所介護ぽかぽかリハビリセンター
19841 町⽥市 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社町⽥⽀店
19842 町⽥市 株式会社シンコー警備保障町⽥⽀社
19843 町⽥市 町⽥市農業協同組合忠⽣⽀店
19844 町⽥市 東京都南多摩東部建設事務所
19845 町⽥市 社会福祉法⼈ 紫苑の会シャロームの家
19846 町⽥市 三井住友海上⽕災保険株式会社神奈川⽀店町⽥⽀社
19847 町⽥市 株式会社オオスミ⼯建
19848 町⽥市 株式会社 フジオ⼯業
19849 町⽥市 株式会社かんぽ⽣命保険町⽥郵便局かんぽサービス部
19850 町⽥市 きらぼし銀⾏町⽥⽀店
19851 町⽥市 株式会社 町⽥清掃社
19852 町⽥市 株式会社家具の⼤正堂
19853 町⽥市 三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社町⽥センター
19854 町⽥市 友和⾃動⾞ 株式会社
19855 町⽥市 トヨタ⻄東京カローラ 株式会社町⽥店
19856 町⽥市 有限会社マルハタ
19857 町⽥市 アイ・ファースト株式会社
19858 町⽥市 有限会社 町⽥環境リサイクル



19859 町⽥市 株式会社 東京国際ゴルフ
19860 町⽥市 株式会社ホーク・ワン町⽥⽀店
19861 町⽥市 シー・エイチ・シー・システム株式会社
19862 町⽥市 イカリ消毒株式会社町⽥営業所
19863 町⽥市 サルビア移送サービス
19864 町⽥市 岡三建設株式会社
19865 町⽥市 トヨタモビリティ東京株式会社南町⽥店
19866 町⽥市 株式会社オリエントコーポレーション町⽥⽀店
19867 町⽥市 町⽥モータース 株式会社
19868 町⽥市 トヨタモビリティ東京株式会社町⽥中町店
19869 町⽥市 太陽フーズ株式会社
19870 町⽥市 東京マツダ販売 株式会社町⽥営業所
19871 町⽥市 学校法⼈ 松本学園さふらん幼稚園
19872 町⽥市 医療法⼈財団おおぞら会つばさクリニック
19873 町⽥市 町⽥メモリアルパーク株式会社
19874 町⽥市 株式会社 ⽯井⼯務店
19875 町⽥市 パラテクノ株式会社パラテクノ横浜
19876 町⽥市 有限会社ヤマギシズム⽣活実顕地⽣産物多摩供給所
19877 町⽥市 株式会社みずほ銀⾏町⽥⽀店
19878 町⽥市 特定⾮営利活動法⼈楓の⾵デイサービス忠⽣
19879 町⽥市 ⽇本郵便株式会社鶴川郵便局
19880 町⽥市 近畿⽇本ツーリスト株式会社県央町⽥⽀店
19881 町⽥市 株式会社綜合舞台機材センター
19882 町⽥市 東京ガスライフバル澤井株式会社
19883 町⽥市 東邦薬品株式会社町⽥・南多摩営業所
19884 町⽥市 社会福祉法⼈芙蓉会総合福祉ホーム芙蓉園
19885 町⽥市 ミサワホーム株式会社神奈川⽀社町⽥⽀店
19886 町⽥市 住友林業株式会社住宅・建築事業本部東京南⽀店
19887 町⽥市 ⽇産東京販売株式会社本町⽥店
19888 町⽥市 医療法⼈社団 公朋会
19889 町⽥市 株式会社 原⽥新聞舗
19890 町⽥市 医療法⼈社団天紀会こころのホスピタル町⽥
19891 町⽥市 株式会社内藤電誠町⽥製作所
19892 町⽥市 社会福祉法⼈町⽥真弘会光の園おおくら
19893 町⽥市 ALSOK介護株式会社かたくり町⽥
19894 町⽥市 株式会社秋⽥中央機⼯
19895 町⽥市 ⻑⽥広告株式会社多摩営業所
19896 町⽥市 学校法⼈和光学園 和光⼤学
19897 町⽥市 多摩丘陵病院
19898 町⽥市 みずほ証券株式会社町⽥⽀店
19899 町⽥市 成瀬台幼稚園
19900 町⽥市 積⽔ハウス不動産東京株式会社町⽥・相模原賃貸営業所
19901 町⽥市 有限会社 カーレスキュー塚本



19902 町⽥市 株式会社⾸都圏メディカル町⽥営業所
19903 町⽥市 株式会社 イワヲ建設
19904 町⽥市 ⼟地家屋調査⼠⼩島事務所
19905 町⽥市 株式会社サニクリーン東京町⽥営業所
19906 町⽥市 伝送通信⼯業 株式会社
19907 町⽥市 飯⽥機械産業 株式会社
19908 町⽥市 株式会社テオリアハウスクリニック町⽥営業所
19909 町⽥市 株式会社ツクイ町⽥南成瀬営業所
19910 町⽥市 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟神奈川⽀部 緑基地
19911 町⽥市 公益社団法⼈町⽥市シルバー⼈材センター
19912 町⽥市 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社東名町⽥店
19913 町⽥市 ⽇本郵便株式会社町⽥郵便局
19914 町⽥市 東京ルームアイ株式会社町⽥⽀店
19915 町⽥市 株式会社ハートライフケアデイサービス ゆらり
19916 町⽥市 三井住友信託銀⾏株式会社町⽥⽀店
19917 町⽥市 株式会社クスモト
19918 町⽥市 ハーベスト株式会社ヨシケイ町⽥⿇⽣営業所
19919 町⽥市 三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社 新宿⽀店町⽥ﾌﾞﾛｯｸ
19920 町⽥市 ⼤⾕⼯業株式会社
19921 町⽥市 株式会社⼤京アステージ町⽥⽀店
19922 町⽥市 ＳＷテクノ株式会社
19923 町⽥市 株式会社ニチエネ横浜・町⽥⽀店
19924 町⽥市 学校法⼈ ⽟川学園
19925 町⽥市 平本商事 株式会社
19926 町⽥市 有限会社岡燃料店
19927 町⽥市 株式会社 ⼭⽥組
19928 町⽥市 株式会社 三和住建
19929 町⽥市 ケアパートナー株式会社ケアパートナー町⽥南
19930 町⽥市 社会福祉法⼈ボア・すみれ福祉会花の郷
19931 町⽥市 Futonto株式会社
19932 町⽥市 ⼤東建託株式会社町⽥⽀店
19933 町⽥市 株式会社朝⽇屋商店
19934 町⽥市 株式会社ナッククリクラ町⽥営業所
19935 町⽥市 株式会社ホンダカーズ東京中央鶴川店
19936 町⽥市 株式会社 ⾼⽊商店
19937 町⽥市 パラマウントケアサービス株式会社 南町⽥センター
19938 町⽥市 コニカミノルタジャパン株式会社⻄関東サービスセンター町⽥ＳＳ
19939 町⽥市 ⼩島電機⼯業株式会社町⽥営業所
19940 町⽥市 株式会社協栄スイミングクラブ町⽥
19941 町⽥市 株式会社イズミ産業町⽥⽀店
19942 町⽥市 レンタルシステム株式会社多摩営業所
19943 町⽥市 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社町⽥セールスセンター
19944 町⽥市 株式会社三和管理本部総務部



19945 町⽥市 株式会社 ⽩鳳建設
19946 町⽥市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）横浜町⽥営業所
19947 町⽥市 旭化成ホームズ株式会社町⽥ホームサービス課
19948 町⽥市 株式会社オン・ザ・プラネット
19949 町⽥市 東京スバル株式会社町⽥店
19950 町⽥市 株式会社 町⽥⼯業
19951 町⽥市 株式会社 川島商事
19952 町⽥市 株式会社⼭⽥造園
19953 町⽥市 医療法⼈社団 泰⼤会薬師台おはなぽっぽクリニック
19954 町⽥市 アイテック 株式会社
19955 町⽥市 有限会社北将⼯業
19956 町⽥市 三菱UFJローンビジネス株式会社町⽥営業所
19957 町⽥市 学校法⼈東京町⽥学園
19958 町⽥市 有限会社 安諸⼯業所
19959 町⽥市 株式会社シュテルン世⽥⾕メルセデス・ベンツ東名横浜
19960 町⽥市 開進幼稚園
19961 町⽥市 株式会社光洋
19962 町⽥市 グリーンホームズ株式会社
19963 町⽥市 鶴川若⽵幼稚園
19964 町⽥市 株式会社ホンダカーズ東京中央町⽥東店
19965 町⽥市 株式会社ＴＥＲＡＤＡ
19966 町⽥市 特定⾮営利活動法⼈桜実会
19967 町⽥市 株式会社 優氣堂
19968 町⽥市 積和建設⻄東京株式会社
19969 町⽥市 株式会社宮脇⼯務店
19970 町⽥市 医療法⼈社団芙蓉会
19971 町⽥市 社会福祉法⼈ すみれ福祉会ニーズセンター 花の家
19972 町⽥市 株式会社 ケーユー
19973 町⽥市 ミユキ建装
19974 町⽥市 ツクイ町⽥鶴川
19975 町⽥市 医療法⼈社団正⼼会よしの病院
19976 町⽥市 町⽥こばと幼稚園
19977 町⽥市 ⼦どもの森幼稚園
19978 町⽥市 野村証券株式会社町⽥⽀店
19979 町⽥市 ⼩野路保育園
19980 町⽥市 ⼭ゆり幼稚園
19981 町⽥市 特定⾮営利法⼈楓の⾵デイサービス藤の台
19982 町⽥市 学校法⼈中島学園きそ幼稚園
19983 町⽥市 ⽇星電気株式会社町⽥⽀店
19984 町⽥市 南ケ丘幼稚園
19985 町⽥市 鶴川シオン幼稚園
19986 町⽥市 慶松幼稚園
19987 町⽥市 ⾼ケ坂幼稚園



19988 町⽥市 株式会社伊藤園町⽥⽀店
19989 町⽥市 町⽥⽂化幼稚園
19990 町⽥市 学校法⼈明泉学園
19991 町⽥市 学校法⼈正和学園町⽥⾃然幼稚園
19992 町⽥市 医療法⼈社団慶泉会町⽥慶泉病院
19993 町⽥市 光  幼稚園
19994 町⽥市 旭化成リフォーム株式会社町⽥営業所
19995 町⽥市 有限会社インディーズホーム
19996 町⽥市 ALSOK介護株式会社かたくり鶴川
19997 町⽥市 みずほ信託銀⾏株式会社町⽥⽀店
19998 町⽥市 朝⽇⼟地建物株式会社
19999 町⽥市 株式会社ネクステージSUV LAND横浜町⽥店
20000 町⽥市 リスパック株式会社⻄東京営業部
20001 町⽥市 アルフレッサ株式会社町⽥⽀店
20002 町⽥市 株式会社サンヨ
20003 町⽥市 株式会社ぷらすホーム
20004 町⽥市 学校法⼈富⼠学園第⼀富⼠幼稚園
20005 町⽥市 株式会社ホンダカーズ東京中央町⽥中央店
20006 町⽥市 総合化⼯株式会社相模営業所
20007 町⽥市 三共⾃動⾞株式会社
20008 町⽥市 和光鶴川幼稚園
20009 町⽥市 株式会社モトーレン東名横浜ＢＭＷ町⽥鶴川
20010 町⽥市 株式会社シバタ横浜⽀店
20011 町⽥市 有限会社 押⽥重機
20012 町⽥市 住友不動産販売株式会社
20013 町⽥市 鶴間幼稚園
20014 町⽥市 株式会社ツクイ町⽥森野
20015 町⽥市 東京海上⽇動⽕災保険株式会社町⽥⽀社 町⽥損害サービス課
20016 町⽥市 ｲｵﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社関東事業部町⽥⽀店
20017 町⽥市 株式会社林間横浜町⽥営業所
20018 町⽥市 社会福祉法⼈まちだ育成会かがやき
20019 町⽥市 医療法⼈社団 鶴永会
20020 町⽥市 損保ジャパン株式会社町⽥⽀社
20021 町⽥市 ⽇産プリンス⻄東京販売株式会社町⽥忠⽣店
20022 町⽥市 ⽇本美術⼯芸株式会社町⽥本社
20023 町⽥市 トヨタモビリティ東京株式会社町⽥旭町店
20024 町⽥市 町⽥市消防団
20025 町⽥市 株式会社ファイブスター東名横浜本店
20026 町⽥市 社会福祉法⼈創和会ケアセンター成瀬
20027 町⽥市 有限会社 ⻑⽥⼯業
20028 町⽥市 ミサワホームイング株式会社つくし野店
20029 町⽥市 ⼩島電機⼯業株式会社⻘葉営業所
20030 町⽥市 町⽥市農業協同組合南⽀店



20031 町⽥市 町⽥市農業協同組合鶴川⽀店
20032 町⽥市 町⽥市農業協同組合町⽥⽀店
20033 町⽥市 社会福祉法⼈正吉福祉会 地域福祉サービスセンターまちだ正吉苑
20034 町⽥市 株式会社壱番屋東京営業所
20035 町⽥市 株式会社 三越産業
20036 町⽥市 有限会社 ⼩⼭⽥グリーンサービス
20037 町⽥市 ＦＶイーストジャパン株式会社町⽥セールスセンター
20038 町⽥市 岩波建設 株式会社
20039 町⽥市 株式会社川村⼯業
20040 町⽥市 株式会社Reha Labo Japanﾘﾊﾗﾎﾞ訪問介護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ町⽥
20041 町⽥市 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 町⽥⽀社
20042 町⽥市 社会福祉法⼈ まちのひ町⽥⽣活実習所
20043 町⽥市 セントラルスポーツ株式会社セントラルウェルネスクラブ成瀬
20044 町⽥市 株式会社М＆Ｃ
20045 町⽥市 アストモスリテイリング株式会社関東カンパニー
20046 町⽥市 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社
20047 町⽥市 ⽇本⽡斯株式会社町⽥営業所
20048 町⽥市 医療法⼈社団泰⼤会 運営本部
20049 町⽥市 町⽥市農業協同組合成瀬駅前⽀店
20050 町⽥市 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社町⽥店
20051 町⽥市 ⼤⾥興業有限会社
20052 町⽥市 有限会社 たまや⽂具店
20053 町⽥市 ダンロップタイヤ中央株式会社東名横浜営業所
20054 町⽥市 平安レイサービス株式会社町⽥営業所
20055 町⽥市 有限会社 寿 興業
20056 町⽥市 株式会社東栄住宅 町⽥営業所
20057 町⽥市 医療法⼈財団明理会鶴川サナトリウム病院
20058 町⽥市 社会福祉法⼈南町⽥ちいろば会
20059 町⽥市 株式会社鈴⽊⼯務店
20060 町⽥市 株式会社藤建
20061 町⽥市 株式会社海⽼正町⽥営業所
20062 町⽥市 学校法⼈町⽥きそ学園境川幼稚園
20063 町⽥市 株式会社末吉商会
20064 町⽥市 ワタミ株式会社東京町⽥図師営業所
20065 町⽥市 株式会社ヨドバシカメラ町⽥店
20066 町⽥市 株式会社スズケン町⽥⽀店
20067 町⽥市 株式会社スマイルサポート
20068 町⽥市 株式会社⼭⼀アルミ
20069 町⽥市 株式会社 サンデリカ町⽥事業所
20070 町⽥市 トヨタモビリティ東京株式会社町⽥⾦井店
20071 町⽥市 神奈川東部ヤクルト販売株式会社町⽥事業所
20072 町⽥市 社会福祉法⼈合掌苑
20073 町⽥市 菊⼀建設株式会社



20074 町⽥市 株式会社 メディセオ町⽥⽀店
20075 町⽥市 ボルボ・カー・ジャパン株式会社ボルボ・カー・東名横浜⽀店
20076 町⽥市 アルファ電設株式会社
20077 町⽥市 株式会社昭和メデイカルサイエンス
20078 町⽥市 株式会社 ⿂儀
20079 町⽥市 町⽥市役所⼟⽊公園サービスセンター
20080 町⽥市 リプラ株式会社
20081 町⽥市 有限会社Ｇ
20082 町⽥市 中央消防機器 株式会社
20083 町⽥市 医療法⼈社団創⽣会 町⽥病院
20084 町⽥市 第⼀環境株式会社⽊曽東事務所
20085 町⽥市 株式会社関東マツダ町⽥滝の沢店
20086 町⽥市 株式会社フットワーク
20087 町⽥市 株式会社モトーレン東名横浜BMW Plemium Selection東名横浜
20088 町⽥市 ⽇産東京販売株式会社町⽥鶴川店
20089 町⽥市 株式会社パブリック商会
20090 町⽥市 株式会社関東マツダ町⽥鶴川店
20091 町⽥市 前澤化成⼯業株式会社南関東営業所
20092 町⽥市 医療法⼈社団 あさがお会
20093 町⽥市 株式会社ナック町⽥オフィス
20094 町⽥市 株式会社 ナックダスキン事業部
20095 町⽥市 町⽥市農業協同組合本店
20096 町⽥市 綜合警備保障株式会社南多摩⽀社町⽥営業所
20097 町⽥市 デイサービス榛名坂
20098 町⽥市 カナリヤ幼稚園
20099 町⽥市 株式会社 せん・カネコ
20100 町⽥市 株式会社⽇⽴ビルシステム町⽥営業所
20101 町⽥市 藤和⼯業 株式会社
20102 町⽥市 株式会社 式典コスギ
20103 町⽥市 株式会社関東マツダ町⽥⾦森店
20104 町⽥市 ホシザキ東京 株式会社町⽥営業所
20105 町⽥市 株式会社フリール
20106 町⽥市 医療法⼈社団平郁会みんなの町⽥クリニック
20107 町⽥市 ⻄松建設株式会社関東⼟⽊⽀社⼤和付加⾞線出張所
20108 町⽥市 セコム株式会社町⽥⽀社
20109 町⽥市 株式会社ＦＰクリエイション
20110 町⽥市 トヨタS＆D⻄東京株式会社
20111 町⽥市 株式会社三井住友銀⾏町⽥法⼈営業部
20112 町⽥市 株式会社 グレイ美術
20113 町⽥市 東都⽣活協同組合町⽥センター
20114 町⽥市 住宅情報館株式会社町⽥店
20115 町⽥市 ハイビック株式会社
20116 町⽥市 医療法⼈社団三医会鶴川記念病院



20117 町⽥市 株式会社モトーレン東名横浜ＢＭＷ東名横浜本店
20118 町⽥市 ⽇産東京販売株式会社忠⽣公園店
20119 町⽥市 株式会社みずほ銀⾏町⽥法⼈部
20120 町⽥市 株式会社ホンダカーズ東京中央町⽥南店
20121 町⽥市 ミサワホームイング株式会社 町⽥営業課
20122 町⽥市 有限会社 酒舗 まさるや
20123 町⽥市 株式会社⼀条⼯務店町⽥森野展⽰場
20124 町⽥市 株式会社東京海上⽇動パートナーズTOKIO
20125 町⽥市 町⽥こひつじ幼稚園
20126 町⽥市 株式会社 松⽥設備
20127 町⽥市 株式会社 愛川建設
20128 町⽥市 メガロス町⽥
20129 町⽥市 社会福祉法⼈賛育会 清⾵園
20130 町⽥市 株式会社エヴァーウィン
20131 町⽥市 株式会社ネオート
20132 町⽥市 ⽅円建築⼯房株式会社横浜町⽥⽀店
20133 町⽥市 新栄⼯業株式会社
20134 町⽥市 社会福祉法⼈七五三会デイサービス⽊曽
20135 町⽥市 ⽇産東京販売株式会社町⽥南店
20136 町⽥市 社会福祉法⼈福⾳会
20137 町⽥市 ボークス株式会社フォルクスワーゲン東京町⽥
20138 町⽥市 学校法⼈⽴華学園 ⽴華幼稚園
20139 町⽥市 株式会社タマガワイーサポート
20140 町⽥市 川⽥屋 株式会社
20141 町⽥市 ⼀協塗建 株式会社
20142 町⽥市 町⽥市医師会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
20143 町⽥市 株式会社 ヒコネ
20144 町⽥市 株式会社ワイ・イー・シー
20145 町⽥市 有限会社 林建材店
20146 町⽥市 パラマウントベット株式会社横浜⽀店
20147 町⽥市 社会福祉法⼈ 町⽥真弘会デイサービス光の園まちだ
20148 町⽥市 住友不動産株式会社町⽥・相模原営業所
20149 町⽥市 株式会社 宮崎町⽥営業所
20150 町⽥市 春⽇建設株式会社
20151 町⽥市 株式会社ゼルビア
20152 町⽥市 あいおいニッセイ同和損害調査株式会社 町⽥サービスセンター
20153 町⽥市 ⼤東建物パートナーズ株式会社町⽥営業所
20154 町⽥市 株式会社⽇本ケアサプライ神奈川営業所
20155 町⽥市 有限会社細野丸俊商店
20156 町⽥市 ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社町⽥⽀店
20157 町⽥市 ダイハツ東京販売株式会社町⽥⾦森店
20158 町⽥市 株式会社 ⼩⽥急百貨店 町⽥店
20159 町⽥市 三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱東⽇本⽀社南関東サービスセンタ



20160 町⽥市 株式会社 東リース町⽥営業所
20161 町⽥市 株式会社レオパレス２１町⽥⽀店
20162 町⽥市 ⼤和証券株式会社町⽥⽀店
20163 町⽥市 株式会社 イーグル建創
20164 町⽥市 ダイハツ東京販売株式会社Ｄモール町⽥藤の台店
20165 町⽥市 株式会社三澤開発ＹＯＵＴＨ町⽥
20166 町⽥市 トヨタモビリティ東京株式会社町⽥鶴川店
20167 町⽥市 スマイル本町⽥
20168 町⽥市 カンロ株式会社⾸都圏⻄⽀店
20169 町⽥市 株式会社トーカイ町⽥⽀店
20170 町⽥市 愛知⾦物建材 株式会社
20171 町⽥市 株式会社 ⾜⽴造園
20172 町⽥市 旭化成ホームズ株式会社町⽥⽀店
20173 町⽥市 株式会社加藤管⼯設備
20174 町⽥市 株式会社東都
20175 町⽥市 トーセイ株式会社 町⽥事業部
20176 町⽥市 株式会社サンアイ忠⽣
20177 町⽥市 株式会社 グリーン⼭愛
20178 町⽥市 リストインターナショナルリアリティ株式会社 町⽥⽀店
20179 町⽥市 株式会社ジャックス町⽥⽀店
20180 町⽥市 ⽇本システムバンク株式会社町⽥⽀店
20181 町⽥市 訪問看護ステーションデューン町⽥
20182 町⽥市 三菱電機ビルソリューションズ株式会社横浜⽀社さがみ⽀店
20183 町⽥市 東⼋電⼯株式会社町⽥営業所
20184 町⽥市 株式会社融創国際
20185 町⽥市 株式会社りそな銀⾏町⽥中央⽀店
20186 町⽥市 株式会社⽩洋舎⽟川学園営業所
20187 町⽥市 株式会社オーケーメンテナンス
20188 町⽥市 株式会社エグゼス
20189 町⽥市 医療法⼈社団せりがや会
20190 町⽥市 株式会社東京綜合造園
20191 町⽥市 有限会社豊沢⼯営
20192 町⽥市 社会福祉法⼈賛育会第⼆清⾵園
20193 町⽥市 町⽥中央⾃動⾞ 株式会社
20194 町⽥市 株式会社 南州建設開発興業
20195 町⽥市 ユタカ 電気 株式会社
20196 町⽥市 新⽇本電⼦株式会社
20197 町⽥市 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス町⽥
20198 町⽥市 損保ジャパンパートナーズ㈱町⽥⽀店
20199 町⽥市 学校法⼈正和学園認定こども園正和幼稚園
20200 町⽥市 株式会社ホンダカーズ東京中央町⽥⻄店
20201 町⽥市 住友林業ホームテック株式会社東京南⽀店
20202 町⽥市 株式会社スイコウ



20203 町⽥市 株式会社CONY JAPANスペースアップ町⽥店
20204 町⽥市 ⽟学ハイツ株式会社
20205 町⽥市 訪問看護ステーション⼝笛
20206 町⽥市 トヨタモビリティ東京株式会社鶴川店
20207 町⽥市 株式会社ＵＳＥＮ町⽥⽀店
20208 町⽥市 株式会社ﾊｰﾌ・ｾﾝﾁｭﾘｰ・ﾓｱサンシティ町⽥
20209 町⽥市 特別養護⽼⼈ホームサルビア荘
20210 町⽥市 株式会社ＫＥＮテクノ
20211 町⽥市 特定⾮営利活動法⼈ 湧和
20212 町⽥市 津⽥産業株式会社⻄東京営業所
20213 町⽥市 株式会社スズキ⾃販南東京アリーナ町⽥旭町
20214 町⽥市 サンアイビス株式会社町⽥営業所
20215 町⽥市 株式会社緑彩
20216 町⽥市 株式会社 芝⽥総合住設
20217 町⽥市 特定⾮営利活動法⼈町⽥ＪＦＣ
20218 町⽥市 ⽇進化成株式会社⻄関東営業所
20219 町⽥市 ベクセス株式会社⾸都圏事業所
20220 町⽥市 株式会社レイクリエイティブよつば訪問看護ステーション
20221 町⽥市 株式会社プライムランドリーソリューションズ
20222 町⽥市 ⽻⽥タートルサービス株式会社町⽥営業所
20223 町⽥市 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 町⽥営業所
20224 町⽥市 アイディホーム株式会社町⽥店
20225 町⽥市 社会福祉法⼈みずき福祉会町⽥福祉園
20226 町⽥市 フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社東名横浜⽀店
20227 町⽥市 東建コーポレーション株式会社町⽥⽀店
20228 町⽥市 ぽかぽかリハビリ訪問看護ステーション
20229 町⽥市 株式会社⼩泉多摩町⽥営業所
20230 町⽥市 栄晃産業株式会社町⽥営業所
20231 町⽥市 朝⽇リビング株式会社町⽥本社営業部
20232 町⽥市 株式会社アズパアートナーズアズハイム町⽥デイサービスセン
20233 町⽥市 社会福祉法⼈まちのひ
20234 町⽥市 株式会社惠神
20235 町⽥市 社会福祉法⼈まちのひ町⽥かたつむりの家
20236 町⽥市 株式会社伸幸苑
20237 町⽥市 株式会社楓の⾵在宅療養⽀援ステーション楓の⾵
20238 町⽥市 ⼤東建設株式会社神奈川事業所
20239 町⽥市 株式会社インデス
20240 町⽥市 株式会社ナカオ
20241 町⽥市 O-RUSH東名横浜
20242 町⽥市 株式会社ケイアンドエム
20243 町⽥市 株式会社ベガシステム
20244 町⽥市 医療法⼈ 財団 明理会鶴川サナトリウム病院
20245 町⽥市 株式会社岡⽥屋ﾚﾝﾄｵｰﾙ事業部ﾀﾞｽｷﾝﾚﾝﾄｵｰﾙ横浜町⽥ｲﾍﾞﾝﾄｾﾝﾀｰ



20246 町⽥市 株式会社⼤神 町⽥事務所
20247 町⽥市 学校法⼈⽟川中央幼稚園
20248 町⽥市 中村オートパーツ株式会社
20249 町⽥市 株式会社ヤマグチ 根岸事業場
20250 町⽥市 株式会社ヤマグチ 忠⽣事業場
20251 町⽥市 ⼀建設株式会社
20252 町⽥市 ⼀般財団法⼈まちだエコライフ推進公社
20253 町⽥市 クリエーティブカミヤ株式会社
20254 町⽥市 トーテック株式会社
20255 町⽥市 株式会社建築資料研究社町⽥⽀店
20256 町⽥市 居宅介護⽀援事業所こころ
20257 町⽥市 ALSOK介護株式会社かたくり町⽥⽊曽
20258 町⽥市 徳永薬局成瀬在宅センター
20259 町⽥市 テイケイ株式会社 町⽥⽀社
20260 町⽥市 テイケイ株式会社 町⽥中央⽀社
20261 町⽥市 株式会社⻄東京マツシマ
20262 町⽥市 パナソニックエイジフリーケアセンター町⽥デイサービス
20263 町⽥市 菅波楽器株式会社町⽥店
20264 町⽥市 太陽ホーム株式会社
20265 町⽥市 株式会社 児⽟⼟建
20266 町⽥市 株式会社 ノエ
20267 町⽥市 株式会社協和精密⼯業
20268 町⽥市 株式会社 昌電舎
20269 町⽥市 医療法⼈社団永⽣会介護⽼⼈保健施設オネスティ南町
20270 町⽥市 株式会社リバーアルミトーヨー住器
20271 町⽥市 株式会社創栄⼯業⼯事部
20272 町⽥市 株式会社シモン
20273 町⽥市 株式会社 バグジー
20274 町⽥市 有限会社 勝憲⼯業
20275 町⽥市 ⼭⼝化建有限会社
20276 町⽥市 ＴＢＫ販売株式会社
20277 町⽥市 有限会社 サトーロード
20278 町⽥市 社会医療法⼈社団正志会南町⽥病院
20279 町⽥市 ＭＥマイホーム計画町⽥（株）
20280 町⽥市 株式会社スキルドシール
20281 町⽥市 医療法⼈社団善仁会成瀬腎クリニック
20282 町⽥市 株式会社 ⼤沢園
20283 町⽥市 社会福祉法⼈町⽥市社会福祉協議会
20284 町⽥市 社会福祉法⼈ つるかわ学園
20285 町⽥市 株式会社⾠美商会
20286 町⽥市 株式会社リーフ建築設計
20287 町⽥市 株式会社 ＦＭＳ
20288 町⽥市 社会福祉法⼈まちだ育成会町⽥市⼤賀藕絲館



20289 町⽥市 株式会社村井建設
20290 町⽥市 タクトホーム株式会社つきみ野店
20291 町⽥市 株式会社電巧社
20292 町⽥市 丸愛エナジー株式会社
20293 町⽥市 ⼀建設株式会社東⽇本メンテナンス１課
20294 町⽥市 ⼀建設株式会社住宅展⽰場南町⽥店
20295 町⽥市 ⼀建設株式会社町⽥店営業２課
20296 町⽥市 社会福祉法⼈ウィズ町⽥なないろ
20297 町⽥市 株式会社SeaHalberd
20298 町⽥市 医療法⼈社団 幸益会みどり訪問看護ステーション
20299 町⽥市 萩⽣⽥産業 株式会社
20300 町⽥市 クリエーティブカミヤ株式会社訪問看護ステーションカミヤ／介
20301 町⽥市 有限会社アイジェイエス
20302 町⽥市 医療法⼈社団泰⼤会陽だまり鍼灸マッサージ院
20303 町⽥市 （福）町⽥市福祉サービス協会⼩⼭⽥⾼齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
20304 町⽥市 有限会社タツミ設備⼯業
20305 町⽥市 株式会社イコープリント
20306 町⽥市 特別養護⽼⼈ホーム⾼ヶ坂ひかり苑
20307 町⽥市 不⼆サッシリニューアル株式会社町⽥営業部
20308 町⽥市 株式会社 柿⽣電設
20309 町⽥市 ケイアイスター不動産株式会社町⽥営業所
20310 町⽥市 株式会社ｇｒａｎｄｓ 町⽥店
20311 町⽥市 株式会社アイ・トピア
20312 町⽥市 株式会社 創建
20313 町⽥市 株式会社テクノ
20314 町⽥市 株式会社⼩⽥急ハウジング
20315 町⽥市 株式会社エイム
20316 町⽥市 名央産業株式会社 東京無限堂
20317 町⽥市 株式会社つくしんぼ
20318 町⽥市 安藤ハザマ・岩⽥地崎・りんかい⽇産⼯事共同企業体
20319 町⽥市 株式会社 リープス・ケアリハセンターみどりの樹
20320 ⼩⾦井市 警視庁 
20321 ⼩⾦井市 as運転代⾏
20322 ⼩⾦井市 警視庁⼩⾦井警察署
20323 ⼩⾦井市 株式会社⼩嶋⼯務店
20324 ⼩⾦井市 株式会社豊雄
20325 ⼩⾦井市 ⼩⾦井市役所総務部管財課
20326 ⼩⾦井市 有限会社⽇拓建設
20327 ⼩⾦井市 東京むさし農業協同組合⼩⾦井⽀店
20328 ⼩⾦井市 有限会社鈴⽊モータース
20329 ⼩⾦井市 ＪＣＯＭ株式会社Ｊ：ＣＯＭプロダクション本部
20330 ⼩⾦井市 デイサービス夢楽 武蔵⼩⾦井
20331 ⼩⾦井市 有限会社春光園



20332 ⼩⾦井市 ⼤和ハウス⼯業株式会社武蔵野⽀社
20333 ⼩⾦井市 株式会社須藤⼯務店
20334 ⼩⾦井市 株式会社ジュピターテレコムJ:COMプロダクション関東
20335 ⼩⾦井市 国⽴⼤学法⼈ 東京学芸⼤学
20336 ⼩⾦井市 東京むさし農業協同組合本店
20337 ⼩⾦井市 アイシャ産業株式会社
20338 ⼩⾦井市 ソルーション株式会社
20339 ⼩⾦井市 コーザイ株式会社⼩⾦井営業所
20340 ⼩⾦井市 公益財団法⼈東京都都市づくり公社 東多摩下⽔道事務所
20341 ⼩⾦井市 アートテクノ株式会社
20342 ⼩⾦井市 東京ガスライフバル⻄むさし株式会社
20343 ⼩⾦井市 東京消防庁⼩⾦井消防署
20344 ⼩⾦井市 株式会社武蔵野
20345 ⼩⾦井市 株式会社ジェイコム東京⻄エリア局
20346 ⼩⾦井市 株式会社 尾久⾃動⾞
20347 ⼩⾦井市 株式会社⼩⾦井⾃動⾞学校
20348 ⼩⾦井市 むさし⼩⾦井⾃動⾞教習所
20349 ⼩⾦井市 会席料理兼六
20350 ⼩⾦井市 株式会社ムラコシ精⼯ファインコンポーネンツ事業部
20351 ⼩⾦井市 関建設⼯業株式会社
20352 ⼩⾦井市 ⼤和リビング株式会社武蔵野営業所
20353 ⼩⾦井市 合同会社吉興
20354 ⼩⾦井市 ⼀般社団法⼈巨樹の会⼩⾦井リハビリテーション病院
20355 ⼩⾦井市 シチズンＴＩＣ株式会社
20356 ⼩⾦井市 有限会社村越商店
20357 ⼩⾦井市 ⼩⾦井テックス株式会社
20358 ⼩⾦井市 株式会社髙杉商店
20359 ⼩⾦井市 東京都農業共済組合
20360 ⼩⾦井市 ムサシノアロー株式会社
20361 ⼩⾦井市 東京都植⽊農業協同組合
20362 ⼩⾦井市 株式会社⾼⽊商会
20363 ⼩⾦井市 株式会社マキタ 多摩営業所
20364 ⼩⾦井市 ⻘梅信⽤⾦庫 ⼩⾦井⽀店
20365 ⼩⾦井市 ⼤和リビング株式会社武蔵野南出張所
20366 ⼩⾦井市 公益社団法⼈⼩⾦井市シルバー⼈材センター
20367 ⼩⾦井市 株式会社ＳＨＩＮＫＯ⻄東京⽀店
20368 ⼩⾦井市 株式会社リベスト 建築部
20369 ⼩⾦井市 有限会社若尾建材
20370 ⼩⾦井市 株式会社タカキホーム
20371 ⼩⾦井市 国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構
20372 ⼩⾦井市 中町⾼齢者在宅サービスセンター
20373 ⼩⾦井市 ヨシリツ株式会社 東京事務所
20374 ⼩⾦井市 宮川興業株式会社多摩営業所



20375 ⼩⾦井市 株式会社エムズコンパスウォーク⼩⾦井
20376 ⼩⾦井市 学校法⼈ ⽥中育英会
20377 ⼩⾦井市 渡辺パイプ株式会社むさしの電⼯サービスセンター
20378 ⼩⾦井市 ⽇本郵便株式会社 ⼩⾦井郵便局
20379 ⼩⾦井市 有限会社コーユー⼯業
20380 ⼩⾦井市 有限会社フジオート 本社
20381 ⼩⾦井市 ⽇産プリンス⻄東京販売株式会社⼩⾦井店
20382 ⼩⾦井市 トヨタＳ＆Ｄ⻄東京株式会社⼩⾦井店
20383 ⼩⾦井市 株式会社システムズヤジマ
20384 ⼩⾦井市 社会福祉法⼈聖ヨハネ会桜町⾼齢者在宅サービスセンター
20385 ⼩⾦井市 株式会社武蔵野ダスキン⼩⾦井⽀店
20386 ⼩⾦井市 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 メガロス武蔵⼩⾦井
20387 ⼩⾦井市 社会福祉法⼈七⽇会 ぬく井の杜
20388 ⼩⾦井市 株式会社⽇本住宅保証検査機構東京⽀店⻄東京営業所
20389 ⼩⾦井市 株式会社昭和未来
20390 ⼩⾦井市 株式会社⼩⾦井園
20391 ⼩⾦井市 こがねや⽯材株式会社
20392 ⼩⾦井市 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京⻄⽀店⼩⾦井⽀社
20393 ⼩⾦井市 有限会社コタン
20394 ⼩⾦井市 株式会社池⽥理化 ⼩⾦井⽀店
20395 ⼩⾦井市 社会福祉法⼈聖ヨハネ会本町⾼齢者在宅サービスセンター
20396 ⼩⾦井市 株式会社武蔵野ｻｰﾋﾞｽﾏｽﾀｰ事業部⼩⾦井⽀店
20397 ⼩⾦井市 阿部興業株式会社 ⼩⾦井⽀店
20398 ⼩⾦井市 公益財団法⼈東京都公園協会⼩⾦井公園サービスセンター
20399 ⼩⾦井市 株式会社アルファ設備
20400 ⼩⾦井市 せいしん幼稚園
20401 ⼩⾦井市 株式会社 海藤⼯業所
20402 ⼩⾦井市 グローリーケア株式会社
20403 ⼩⾦井市 株式会社富⼠エンジニアリング
20404 ⼩⾦井市 三井住友信託銀⾏株式会社⼩⾦井⽀店
20405 ⼩⾦井市 株式会社コガネイ
20406 ⼩⾦井市 株式会社ムラコシ精⼯
20407 ⼩⾦井市 学校法⼈東京吉野学園みそら幼稚園
20408 ⼩⾦井市 株式会社⽇髙ネオン
20409 ⼩⾦井市 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社⼩⾦井店
20410 ⼩⾦井市 パール⼯業株式会社
20411 ⼩⾦井市 株式会社メディセオ調布・⼩⾦井⽀店
20412 ⼩⾦井市 株式会社エムアンドエムプロデュース
20413 ⼩⾦井市 株式会社宮地商会⼩⾦井⽀店
20414 ⼩⾦井市 マテックス株式会社⼩⾦井営業所
20415 ⼩⾦井市 つくば家⽯材株式会社
20416 ⼩⾦井市 東⽇本旅客鉄道株式会社⼋王⼦⽀社三鷹保線技術センター
20417 ⼩⾦井市 株式会社ホンダカーズ東京中央⼩⾦井店



20418 ⼩⾦井市 株式会社加藤⼯業
20419 ⼩⾦井市 株式会社守屋⼯務店
20420 ⼩⾦井市 鴨下設備⼯業株式会社
20421 ⼩⾦井市 渡辺パイプ株式会社むさしのサービスセンター
20422 ⼩⾦井市 株式会社エヌ・エス・テック東京⽀店
20423 ⼩⾦井市 共⽴建設株式会社多摩事業所
20424 ⼩平市 株式会社オオクボ
20425 ⼩平市 株式会社新東京⾃動⾞教習所
20426 ⼩平市 穂⾼株式会社ポニークリーニング⼩平事業所
20427 ⼩平市 ⽇産東京販売株式会社ルノー⼩平
20428 ⼩平市 東⽇本メルテック株式会社⼩平事業所
20429 ⼩平市 株式会社ブリヂストン東京⼯場
20430 ⼩平市 東京都農業振興事務所中央農業普及改良センター
20431 ⼩平市 ⾼杉商事株式会社
20432 ⼩平市 株式会社やまねメディカル総合ケアセンター⼩平上⽔
20433 ⼩平市 有限会社⽵松建材⼯業
20434 ⼩平市 第⼀屋製パン株式会社⼩平⼯場
20435 ⼩平市 株式会社ナカムラ
20436 ⼩平市 ⽇本郵便株式会社⼩平郵便局
20437 ⼩平市 株式会社松⼾家
20438 ⼩平市 株式会社⼤島組
20439 ⼩平市 社団法⼈⼩平市シルバー⼈材センター
20440 ⼩平市 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱⼩平物流センター
20441 ⼩平市 株式会社ＮＭＣ
20442 ⼩平市 花⼩⾦井きのしたクリニック
20443 ⼩平市 ⼩平市役所
20444 ⼩平市 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱東京地区本部
20445 ⼩平市 あけぼのパン株式会社
20446 ⼩平市 (株)ファミリーマート東村⼭営業所
20447 ⼩平市 東京プロパンガス株式会社
20448 ⼩平市 社会福祉法⼈ 平⼼会介護予防センターぶどうの⽊
20449 ⼩平市 セコム株式会社⼩平⽀店
20450 ⼩平市 株式会社⽇野⼯務店
20451 ⼩平市 布⻲株式会社
20452 ⼩平市 ⾼瀬物産株式会社⻄東京⽀店
20453 ⼩平市 株式会社スズケン⼩平⽀店
20454 ⼩平市 株式会社 ⽥中協業
20455 ⼩平市 株式会社⼤東建興
20456 ⼩平市 (株)ファミリーマート⻄東京リージョン 吉祥寺営業所
20457 ⼩平市 サンメデイツクス（株）
20458 ⼩平市 ⽇本ガード株式会社
20459 ⼩平市 東京むさし農業協同組合⼩平⽀店
20460 ⼩平市 東都⽣活協同組合⼩平センター



20461 ⼩平市 ⼩平警察署
20462 ⼩平市 奥⼭商店株式会社
20463 ⼩平市 たかのだい幼稚園
20464 ⼩平市 （有）富⼠⽯材⼯業
20465 ⼩平市 関東管区警察学校
20466 ⼩平市 株式会社⼩⼭⼯業
20467 ⼩平市 ⽯川建設株式会社
20468 ⼩平市 株式会社九電⼯東京⽀社多摩地区営業所
20469 ⼩平市 ⽇産東京販売株式会社⼩平花⼩⾦井店
20470 ⼩平市 社会福祉法⼈ 東京サレジオ学園
20471 ⼩平市 ⼩平中央リハビリテーション
20472 ⼩平市 （株）ニッパン・エンジニアリング
20473 ⼩平市 タクトホーム（株）
20474 ⼩平市 株式会社野村総業
20475 ⼩平市 株式会社ツクイ
20476 ⼩平市 ネットクレーン株式会社
20477 ⼩平市 株式会社ヒューマンワークス
20478 ⼩平市 有限会社エムケイ
20479 ⼩平市 有限会社⼟井商店
20480 ⼩平市 株式会社蒼和
20481 ⼩平市 社会福祉法⼈平⼼会
20482 ⼩平市 タイヘイ株式会社⻄武営業所
20483 ⼩平市 ⼤和冷機⼯業株式会社⼩平営業所
20484 ⼩平市 株式会社ヨシケイ東京⼩平営業所
20485 ⼩平市 株式会社⼩泉多摩特販営業所
20486 ⼩平市 株式会社 ⼭三ウチノ
20487 ⼩平市 ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社
20488 ⼩平市 株式会社トーショー
20489 ⼩平市 ⽇興レミコン株式会社
20490 ⼩平市 ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社
20491 ⼩平市 武蔵産業株式会社
20492 ⼩平市 村⽥建設株式会社
20493 ⼩平市 有限会社間込商事
20494 ⼩平市 陸上⾃衛隊⼩平学校
20495 ⼩平市 株式会社⼭⼝建興
20496 ⼩平市 株式会社ジェイテクトエレクトロニクス
20497 ⼩平市 株式会社⽇⽴国際電気⼩⾦井事業所
20498 ⼩平市 株式会社 キューティー
20499 ⼩平市 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング㈱⼩平ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
20500 ⼩平市 会社テレコムサービス東京ＮＴＴ⼩平⽴会センタ
20501 ⼩平市 株式会社ホンダカーズ東京中央⼩平店
20502 ⼩平市 塩屋電気株式会社
20503 ⼩平市 株式会社ナカムラ



20504 ⼩平市 株式会社⼩平興業
20505 ⼩平市 多摩きた⽣活クラブ⽣活協同組合⼩平センター
20506 ⼩平市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)東京カンパニー⼩平営業所
20507 ⼩平市 有限会社 吉⽥組
20508 ⼩平市 株式会社ﾔｻﾞﾜ電機
20509 ⼩平市 株式会社⼋洋フーズ⼩平営業所
20510 ⼩平市 株式会社⾸都圏メディカル⼩平営業所
20511 ⼩平市 ワタミ株式会社 東京⼩平営業所
20512 ⼩平市 マツミハウジング株式会社
20513 ⼩平市 ⽇昇⼯業株式会社
20514 ⼩平市 天乃屋⽯材店株式会社
20515 ⼩平市 株式会社東京企画販売
20516 ⼩平市 株式会社⼩川⼯営
20517 ⼩平市 株式会社 かじわら
20518 ⼩平市 ⽇本化薬株式会社多摩営業所
20519 ⼩平市 有限会社リコーサービス
20520 ⼩平市 多摩信⽤⾦庫⼩平⽀店
20521 ⼩平市 株式会社けやきWORKS
20522 ⼩平市 （株）遠藤商会
20523 ⼩平市 明電ファシリティサービス（株）上⽔南⽀所
20524 ⼩平市 堀内電機株式会社
20525 ⼩平市 有限会社常盤組
20526 ⼩平市 社会福祉法⼈未来 夢⾵船
20527 ⼩平市 株式会社メモリアルアートの⼤野屋
20528 ⼩平市 株式会社 サン⼯芸
20529 ⼩平市 ダイワ住販株式会社
20530 ⼩平市 株式会社関東マツダ⼩平店
20531 ⼩平市 東京ガスタマライフバリュー株式会社
20532 ⼩平市 有限会社⽶村興業
20533 ⼩平市 東京油化株式会社
20534 ⼩平市 ⼗字レンタルリース株式会社
20535 ⼩平市 社会福祉法⼈ 緑友会特別養護⽼⼈ホーム ⼩川ホーム
20536 ⼩平市 ⽇栄インテック株式会社⻄東京営業所
20537 ⼩平市 多摩⾃動⾞販売株式会社
20538 ⼩平市 株式会社コバヤシ
20539 ⼩平市 株式会社多摩タイル
20540 ⼩平市 明治安⽥⽣命保険相互会社⼩平営業所
20541 ⼩平市 株式会社加藤⼯務店
20542 ⼩平市 株式会社 今泉造園⼟⽊
20543 ⼩平市 多摩電気⼯事株式会社武蔵野⽀社
20544 ⼩平市 有限会社東信社
20545 ⼩平市 株式会社清⽔建設⼯業
20546 ⼩平市 ミューテクノ（株）



20547 ⼩平市 酒井薬品株式会社
20548 ⼩平市 株式会社太⽥商店
20549 ⼩平市 株式会社あさひ測量設計
20550 ⼩平市 有限会社 中村リース⼯業
20551 ⼩平市 信和測量株式会社 多摩⽀社
20552 ⼩平市 トヨタモビリティ東京株式会社⼩平津⽥店
20553 ⼩平市 株式会社 ⼩泉多摩
20554 ⼩平市 豊国コンクリート⼯業株式会社
20555 ⼩平市 ゴールドエッグ（株）
20556 ⼩平市 学校法⼈東京丸⼭学園丸⼭幼稚園
20557 ⼩平市 ⼩平みどり幼稚園
20558 ⼩平市 ホシザキ東京株式会社⻄東京営業所
20559 ⼩平市 東京⽔道株式会社東京都⽔道局⼩平ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
20560 ⼩平市 株式会社三栄商会
20561 ⼩平市 ⼩平若⽵幼稚園
20562 ⼩平市 ⼩平なみき幼稚園
20563 ⼩平市 弥⽣台幼稚園
20564 ⼩平市 りんどう幼稚園
20565 ⼩平市 有限会社輝栄商会
20566 ⼩平市 学校法⼈荒畑学園なおび幼稚園
20567 ⼩平市 ⼩平姫百合幼稚園
20568 ⼩平市 学校法⼈けやきの杜⼩平神明幼稚園
20569 ⼩平市 正栄建設⼯業株式会社
20570 ⼩平市 洗⼼幼稚園
20571 ⼩平市 学校法⼈花⼩⾦井学園
20572 ⼩平市 ベストケア・デイサービスセンター⼩⾦井公園
20573 ⼩平市 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス
20574 ⼩平市 東京樹脂⼯事株式会社
20575 ⼩平市 株式会社アットホーム⼩平営業所
20576 ⼩平市 ⽇産東京販売株式会社
20577 ⼩平市 株式会社ニットク
20578 ⼩平市 株式会社ホーク・ワン
20579 ⼩平市 株式会社京典
20580 ⼩平市 ⼀橋病院
20581 ⼩平市 株式会社明和
20582 ⼩平市 有限会社 稲垣建設
20583 ⼩平市 トヨタモビリティ東京株式会社⼩平店
20584 ⼩平市 ノダネーム株式会社
20585 ⼩平市 東京消防署⼩平消防署
20586 ⼩平市 株式会社フジマック武蔵野営業所
20587 ⼩平市 株式会社⼈⾒
20588 ⼩平市 社会福祉法⼈黎明会南台病院
20589 ⼩平市 株式会社ジャクパ



20590 ⼩平市 社会福祉法⼈まりも会特別養護⽼⼈ホームまりも園
20591 ⼩平市 株式会社そのだ不動産
20592 ⼩平市 ⽇⽶礦油株式会社
20593 ⼩平市 訪問看護ステーション泉
20594 ⼩平市 社会福祉法⼈未来夢の樹みどり
20595 ⼩平市 株式会社ＩＺＵＭＩＹＡ⻄東京
20596 ⼩平市 社会福祉法⼈未来ワークセンター夢の樹
20597 ⼩平市 医療法⼈社団 欅会⼩平北⼝クリニック
20598 ⼩平市 株式会社⼤光⽯材
20599 ⼩平市 （株）ジャパンビバレッジイースト 武蔵野⽀店
20600 ⼩平市 株式会社⼤塚油司
20601 ⼩平市 中村組
20602 ⼩平市 在宅サービス総合センターみなみだい訪問看護ステーション
20603 ⼩平市 MINI NEXT ⼩平
20604 ⼩平市 誠賀建設株式会社
20605 ⼩平市 株式会社巨摩建設
20606 ⼩平市 株式会社⽮島商会
20607 ⼩平市 諌早建設株式会社
20608 ⼩平市 株式会社⼤出⼯業
20609 ⼩平市 株式会社 秀華
20610 ⼩平市 武蔵開発株式会社
20611 ⼩平市 社会福祉法⼈黎明会デイサービスやすらぎ
20612 ⼩平市 新発⽥建設株式会社
20613 ⼩平市 ⽻⼆⽣建材⼯業株式会社
20614 ⼩平市 株式会社菅井商建
20615 ⼩平市 社会福祉法⼈黎明会救護施設あかつき
20616 ⼩平市 株式会社Schilf 訪問看護ステーションきずな ⼩平サテライト
20617 ⼩平市 株式会社久野建装
20618 ⼩平市 栄豊建設株式会社
20619 ⼩平市 理科研株式会社
20620 ⼩平市 株式会社シミズ
20621 ⼩平市 有限会社裕季
20622 ⼩平市 有限会社エヌピーエス
20623 ⼩平市 野⽊軌道株式会社東⼤和出張所
20624 ⼩平市 株式会社関東マツダ花⼩⾦井店
20625 ⼩平市 株式会社インフレッチェ
20626 ⼩平市 社会福祉法⼈黎明会特別養護⽼⼈ホームやすらぎの園
20627 ⼩平市 社会福祉法⼈黎明会 就労継続⽀援Ｂ型事業所 のぞみ作業所
20628 ⼩平市 特定⾮営利活動法⼈あかね会ゆうやけ⼦どもクラブ
20629 ⼩平市 株式会社丸⼋ハートフル
20630 ⼩平市 サンエス電気株式会社
20631 ⼩平市 社会福祉法⼈全国スモンの会曙光園
20632 ⼩平市 国⽴研究開発法⼈ 国⽴精神神経医療研究ｾﾝﾀｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ



20633 ⼩平市 東京都多摩⼩平保健所
20634 ⼩平市 株式会社⽃⽶⼯業
20635 ⼩平市 ⻄都保健⽣活協同組合みその診療所
20636 ⼩平市 社会福祉法⼈黎明会介護⽼⼈保健施設けやきの郷
20637 ⼩平市 ⽇興産業株式会社
20638 ⼩平市 株式会社協和空調システム
20639 ⼩平市 ネッツトヨタ多摩株式会社⼩平学園店
20640 ⼩平市 ネッツトヨタ多摩株式会社⼩平店
20641 ⼩平市 ⽇産東京販売株式会社⼩平ＢＳ前店
20642 ⼩平市 フランスベッド㈱東京サービスセンター
20643 ⼩平市 有限会社双葉グリーン
20644 ⼩平市 昭栄⾃動⾞株式会社
20645 ⼩平市 ＴＯＴＯエムテック株式会社⻄東京⽀店
20646 ⼩平市 東栄ホームサービス㈱
20647 ⼩平市 ダンロップタイヤ中央（株）
20648 ⼩平市 東京消防庁⼩平消防署⼩川出張所
20649 ⼩平市 東洋商事（株）多摩営業所
20650 ⼩平市 ツクイ⼩平仲町
20651 ⼩平市 株式会社東京⾳楽センター
20652 ⼩平市 株式会社ハイテックファクトリー
20653 ⼩平市 株式会社アトミ
20654 ⼩平市 株式会社ナックダスキン事業部第８⽀部
20655 ⼩平市 株式会社エスケアメイトエスケアステーション⼩平
20656 ⼩平市 サンコー⾷品株式会社⻄東京営業所
20657 ⼩平市 株式会社ホンダカーズ東京中央花⼩⾦井店
20658 ⼩平市 ⽇本⾃動⾞連盟東京⽀部⼩平基地
20659 ⼩平市 ツクイ⼩平⼩川
20660 ⼩平市 武蔵野⼯業(株)⻄東京⽀店
20661 ⼩平市 株式会社鈴⽊⼯務店
20662 ⼩平市 株式会社東栄住宅
20663 ⼩平市 学校法⼈ 錦城学園
20664 ⼩平市 東京システム特機株式会社⼯事本部
20665 ⼩平市 社会福祉法⼈武蔵野会⼩平福祉園
20666 ⼩平市 介護⽼⼈保健施設プラチナ・ヴィラ⼩平
20667 ⼩平市 社会福祉法⼈ 森友会たのしい森保育園
20668 ⼩平市 株式会社シルバーサポート
20669 ⼩平市 ㈱メモリアルアートの⼤野屋⻄関東⽀店
20670 ⼩平市 ㈱メモリアルアートの⼤野屋営業推進室
20671 ⼩平市 東京厚⽣信⽤組合⼩平⽀店
20672 ⼩平市 株式会社ハウスメイトワークス⼩平ベース
20673 ⼩平市 ヒューマンヤード(株)⼩平⽀店
20674 ⼩平市 社会福祉法⼈ 六三四
20675 ⼩平市 株式会社 ⽊下の介護ライフコミューン⼀橋学園



20676 ⼩平市 ⽇本調剤花⼩⾦井薬局
20677 ⼩平市 社会福祉法⼈ 豊仁会
20678 ⼩平市 ⼀建設株式会社 ⼩平営業所
20679 ⼩平市 社会福祉法⼈平⼼会
20680 ⽇野市 アイ代⾏
20681 ⽇野市 ⾶⿃ドライビングカレッジ⽇野
20682 ⽇野市 関東ヒノデサービス販売株式会社
20683 ⽇野市 ⽇野⾃動⾞株式会社
20684 ⽇野市 警視庁⽇野警察署
20685 ⽇野市 ⽇野市役所
20686 ⽇野市 株式会社 シュテルン⾼井⼾メルセデス・ベンツ⽇野
20687 ⽇野市 社会福祉法⼈マザアス多摩川苑
20688 ⽇野市 桜建設㈱
20689 ⽇野市 東京消防庁⽇野消防署
20690 ⽇野市 ⼭⼝不動産株式会社
20691 ⽇野市 パナソニックSSサービス株式会社⾸都圏⽀社多摩
20692 ⽇野市 ⽇本郵便株式会社 ⽇野郵便局
20693 ⽇野市 株式会社平野
20694 ⽇野市 東京都多摩療護園
20695 ⽇野市 株式会社 ⾼幡ホーム
20696 ⽇野市 富⼠ライフケアネット株式会社多摩事業所
20697 ⽇野市 東京都社会福祉事業団東京都七⽣福祉園
20698 ⽇野市 株式会社 地盤調査事務所
20699 ⽇野市 イマレ訪問介護リハビリステーション
20700 ⽇野市 有限会社堀辺建材店
20701 ⽇野市 有限会社⼭⽥設備
20702 ⽇野市 デイサービスあすなろ
20703 ⽇野市 東芝テリー 株式会社
20704 ⽇野市 東京電⼒パワーグリッド株式会社⼈材開発センター
20705 ⽇野市 株式会社⽇野衛⽣公社ＥＣＯＷＡＳ事業部
20706 ⽇野市 株式会社⽇東鑿井⼯業所
20707 ⽇野市 エヌ・ビー・シー株式会社
20708 ⽇野市 ⽵⽥理化⼯業 株式会社⻄東京⽀店
20709 ⽇野市 有限会社廣和
20710 ⽇野市 ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社
20711 ⽇野市 株式会社マジオネット多摩マジオドライバーズスクール多摩校
20712 ⽇野市 株式会社⼤塚設備
20713 ⽇野市 ミナト医科学株式会社多摩営業所
20714 ⽇野市 株式会社⽣沼組
20715 ⽇野市 株式会社四季庭 ⼯事部
20716 ⽇野市 株式会社⾼幡まんじゅう松盛堂
20717 ⽇野市 株式会社守重建設
20718 ⽇野市 サントリービバレッジソリューション株式会社



20719 ⽇野市 社会福祉法⼈ 寿優和会特別養護⽼⼈ホーム 浅川苑
20720 ⽇野市 国産機械株式会社
20721 ⽇野市 株式会社⽇野産業
20722 ⽇野市 千代⽥運輸株式会社本社事業所
20723 ⽇野市 明星⼤学
20724 ⽇野市 安⽥建設株式会社
20725 ⽇野市 有限会社 ⼤野住宅設備
20726 ⽇野市 東京都動物愛護相談センター多摩⽀所
20727 ⽇野市 多摩電気⼯事株式会社⼋王⼦本社
20728 ⽇野市 社会福祉法⼈にんじんの会にんじんホーム・万願寺
20729 ⽇野市 トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社東京⽀社⻄東京主張所
20730 ⽇野市 株式会社藤和ハウス⽇野店
20731 ⽇野市 ⽇野ハーモニー株式会社
20732 ⽇野市 ナショナル・ベンディング株式会社
20733 ⽇野市 株式会社カネコ
20734 ⽇野市 富⼠電機株式会社東京⼯場
20735 ⽇野市 京王電鉄株式会社⾞両電気部 電⼒管理所
20736 ⽇野市 クリエイト株式会社⼋王⼦営業所
20737 ⽇野市 多摩電気⼯事株式会社⼋王⼦⽀社
20738 ⽇野市 ⼤沢建材有限会社
20739 ⽇野市 株式会社⽇野環境保全
20740 ⽇野市 オリエンタル⽩⽯（株）・⽇本橋梁（株）共同企業体
20741 ⽇野市 東京貿易メディシス株式会社
20742 ⽇野市 有限会社メッツ
20743 ⽇野市 株式会社秋間ボーリング商会
20744 ⽇野市 （株）ダスキン旭が丘⽀店
20745 ⽇野市 エプソン販売株式会社
20746 ⽇野市 ⽇野リトラックス株式会社⽇野事業所
20747 ⽇野市 東電ハミングワーク株式会社
20748 ⽇野市 株式会社物井⼯機⽇野本社⼯場
20749 ⽇野市 ⽇野ケアセンターそよ⾵
20750 ⽇野市 コニカミノルタエンジニアリング株式会社
20751 ⽇野市 ⼭⽥設備⼯業株式会社
20752 ⽇野市 株式会社アベコー、⽇野営業所
20753 ⽇野市 東⻄配送株式会社
20754 ⽇野市 株式会社トッパンメディアプリンテック東京
20755 ⽇野市 メタウォーター株式会社 ⾸都圏サービス部 ⾸都圏サービス第⼆
20756 ⽇野市 ⽇野ふたば幼稚園
20757 ⽇野市 光塩⼥⼦学院⽇野幼稚園
20758 ⽇野市 欣浄寺みのり幼稚園
20759 ⽇野市 学校法⼈⽇野しらゆり学園
20760 ⽇野市 セイコーエプソン株式会社⽇野事業所
20761 ⽇野市 エーシーテクノサンヨー株式会社 ⻄東京営業所



20762 ⽇野市 ⽇野わかくさ幼稚園
20763 ⽇野市 エームサービス株式会社RS多摩営業所
20764 ⽇野市 ⽇本酒類販売株式会社第⼀⽀社営業部⻄東京オフィス
20765 ⽇野市 中越テック株式会社⽇野営業所
20766 ⽇野市 濱坂電機株式会社
20767 ⽇野市 ⼤東建託パートナーズ株式会社
20768 ⽇野市 株式会社 ツクイ⽇野
20769 ⽇野市 ⼀建設株式会社
20770 ⽇野市 有限会社滝瀬商店
20771 ⽇野市 訪問看護かえりえ⽇野南平
20772 ⽇野市 KGKサービス株式会社
20773 ⽇野市 株式会社百草造園
20774 ⽇野市 公益財団東京動物園協会多摩動物公園
20775 ⽇野市 ニック株式会社 多摩営業所
20776 ⽇野市 GEヘルスケア・ジャパン株式会社多摩営業所
20777 ⽇野市 有限会社ホーユウ
20778 ⽇野市 株式会社富⼠薬品⽇野営業所
20779 ⽇野市 株式会社 ⽇野市企業公社
20780 ⽇野市 トヨタモビリティ東京株式会社⽇野多摩平店
20781 ⽇野市 介護⽼⼈保健施設カトレア
20782 ⽇野市 シンコール株式会社多摩⽀店
20783 ⽇野市 京王電鉄株式会社 鉄道事業本部⼯務部 施設管理所
20784 ⽇野市 有限会社 ⽇野住宅設備
20785 ⽇野市 東京南農業協同組合⽇野⽀店
20786 ⽇野市 有限会社加藤商会
20787 ⽇野市 ⽇本トムソン株式会社⻄東京営業所
20788 ⽇野市 株式会社、鈴⽊⽡店本店
20789 ⽇野市 株式会社下⽥商店
20790 ⽇野市 株式会社関東マツダ⽇野旭が丘店
20791 ⽇野市 株式会社 富⼠管理
20792 ⽇野市 ティー・エフ・シー東京フロリネット株式会社
20793 ⽇野市 株式会社横井⼯務店
20794 ⽇野市 東京南農業協同組合七⽣⽀店
20795 ⽇野市 多摩住宅保全株式会社
20796 ⽇野市 ユーレストジャパン株式会社
20797 ⽇野市 東建コーポレーション株式会社⽇野⽀店
20798 ⽇野市 中央リハビリテーションエボルブ東豊⽥
20799 ⽇野市 株式会社ティーシーエスVolkswagen⽇野万願寺店
20800 ⽇野市 マックスポーツ株式会社マックスポーツ⽇野旭が丘
20801 ⽇野市 株式会社 レント⽇野営業所
20802 ⽇野市 ファナック株式会社⽇野⽀社
20803 ⽇野市 株式会社多摩オートサービス
20804 ⽇野市 株式会社 HOME ON



20805 ⽇野市 ⼤東建託株式会社多摩⽀店
20806 ⽇野市 株式会社瀧澤建設
20807 ⽇野市 東京南農業協同組合
20808 ⽇野市 株式会社iＭＡＲｅ
20809 ⽇野市 医療法⼈社団英世会介護⽼⼈保健施設サルビア
20810 ⽇野市 国際測地株式会社
20811 ⽇野市 多摩平の森の病院
20812 ⽇野市 ⽇産プリンス⻄東京販売株式会社百草園駅前店
20813 ⽇野市 荒島⼯業 株式会社
20814 ⽇野市 エフーイ⼯業株式会社
20815 ⽇野市 社会福祉法⼈ 隆⼭會特別養護⽼⼈ホーム「豊かな⾥」
20816 ⽇野市 世紀東急⼯業株式会社多摩営業所
20817 ⽇野市 株式会社 フージャースケアデザインリルセーヌ多摩平の森
20818 ⽇野市 ⽇産東京販売株式会社⽇野店
20819 ⽇野市 共栄産業株式会社
20820 ⽇野市 医療法⼈社団 康明会康明会ホームケアクリニック
20821 ⽇野市 メタウォーター株式会社プラント建設本部）ＦＥ部
20822 ⽇野市 トムスポーツアカデミー
20823 ⽇野市 桃源院
20824 ⽇野市 東都式典有限会社
20825 ⽇野市 学校法⼈⽥中学園⽇野ひかり幼稚園
20826 ⽇野市 株式会社協栄⼟⽊設備
20827 ⽇野市 百草幼稚園
20828 ⽇野市 ヘルシーフード株式会社
20829 ⽇野市 医療法⼈社団 英世会英世会クリニック
20830 ⽇野市 株式会社美多摩サービス社
20831 ⽇野市 医療法⼈社団康明会康明会病院
20832 ⽇野市 社会福祉法⼈菊美会⽇野第⼆保育園
20833 ⽇野市 学校法⼈宮村学園⽇野多摩平幼稚園
20834 ⽇野市 株式会社早川ダット⼯場
20835 ⽇野市 株式会社 ラピオン
20836 ⽇野市 とよだ居宅介護⽀援事業所
20837 ⽇野市 デイサービスセンター平⼭
20838 ⽇野市 デイケアセンターとよだ
20839 ⽇野市 株式会社ラピオンラピオンリハビリセンター
20840 ⽇野市 有限会社⿊⽥建設⼯業
20841 ⽇野市 株式会社ヨシケイ・オザム
20842 ⽇野市 訪問看護ステーションレインボーリーフ
20843 ⽇野市 株式会社三⾦多摩営業所
20844 ⽇野市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社⽇野営業所
20845 ⽇野市 Ａ−ＬＩＮＥ株式会社
20846 ⽇野市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社豊⽥店
20847 ⽇野市 綜合サーキット株式会社



20848 ⽇野市 タイヘイ株式会社多摩営業所
20849 ⽇野市 ⽮内⼯務店
20850 ⽇野市 株式会社明光電設
20851 ⽇野市 有限会社⾦⼦⼟建
20852 ⽇野市 ＮＰＯ法⼈やまぼうし⾥⼭耕房くらさわ
20853 ⽇野市 ワタミの宅⾷東京⽇野営業所
20854 ⽇野市 株式会社新⽇本オゾン
20855 ⽇野市 株式会社国際看護国際看護ステーション
20856 ⽇野市 株式会社ニップコーポレーション⽇野営業所
20857 ⽇野市 ネッツトヨタ多摩株式会社⽇野店
20858 ⽇野市 株式会社テンパル多摩販売
20859 ⽇野市 ⻄野⼟建有限会社
20860 ⽇野市 株式会社スズキ⾃販南東京スズキアリーナ⽇野
20861 ⽇野市 有限会社駒沢産業
20862 ⽇野市 株式会社⾦⽥興業
20863 ⽇野市 トヨタモビリティ東京株式会社⽇野万願寺店
20864 ⽇野市 株式会社 ⽥中電気商会
20865 ⽇野市 ネクストイノベーション株式会社
20866 ⽇野市 株式会社グローブ・テック
20867 ⽇野市 東京マツダ販売株式会社⽇野営業所
20868 ⽇野市 株式会社 三瑛⼯業
20869 ⽇野市 株式会社 東光⼯業
20870 ⽇野市 公益社団法⼈⽇野市シルバー⼈材センター
20871 ⽇野市 有限会社 岩⽥建設
20872 ⽇野市 ⽇野精機株式会社
20873 ⽇野市 有限会社⼭村重機興業
20874 ⽇野市 社会福祉法⼈すずかけの会すずかけの家
20875 ⽇野市 有限会社 ⾊彩電光
20876 ⽇野市 ⼟⽅建材株式会社
20877 ⽇野市 有限会社ヨシモトフラワーデリバリー
20878 ⽇野市 株式会社エコライズ
20879 ⽇野市 公益財団法⼈東京都都市づくり公社⽇野区画整理事務所
20880 ⽇野市 株式会社フォーラム
20881 ⽇野市 有限会社クラフト
20882 ⽇野市 コニカミノルタ株式会社
20883 ⽇野市 株式会社オバナ
20884 ⽇野市 アイキャン株式会社
20885 ⽇野市 有限会社 本⽥建設
20886 ⽇野市 関東総合設備⼯事株式会社
20887 ⽇野市 秀峰建設株式会社
20888 ⽇野市 メディエンスサービス株式会社多摩営業所
20889 ⽇野市 医療法⼈社団圭徳会豊⽥クリニック
20890 ⽇野市 株式会社LSIメディエンス



20891 ⽇野市 株式会社三翔設備⼯業
20892 ⽇野市 有限会社川久保建業
20893 ⽇野市 藤和通信⼯業株式会社
20894 ⽇野市 ⽇野市医師会訪問看護ステーション
20895 ⽇野市 株式会社加藤鉄建
20896 ⽇野市 有限会社⼤平電気
20897 ⽇野市 東京消防庁⽇野消防署豊⽥出張所
20898 東村⼭市 中央代⾏サービス
20899 東村⼭市 （株）⼤協⼯業
20900 東村⼭市 東邦電気⼯業株式会社鉄道事業部 萩⼭営業所
20901 東村⼭市 警視庁東村⼭警察署
20902 東村⼭市 東光建設（株）
20903 東村⼭市 加藤商事（株）
20904 東村⼭市 東栄電設（株）
20905 東村⼭市 （株）ホンダカーズ東京中央ユーセレクト東村⼭
20906 東村⼭市 東京都⽔道局東村⼭浄⽔管理事務所
20907 東村⼭市 （株）丸⼭設備⼯業
20908 東村⼭市 有限会社 光緑園
20909 東村⼭市 特別養護⽼⼈ホームひかり苑東⼤和市ふれあいディセンター
20910 東村⼭市 間野建材（有）
20911 東村⼭市 三協配管有限会社
20912 東村⼭市 ダイハツ東京販売（株）東村⼭店
20913 東村⼭市 新光（株）
20914 東村⼭市 ⽇本郵便（株）東村⼭郵便局
20915 東村⼭市 神⼭⽣コン（株）
20916 東村⼭市 東村⼭市役所総務部総務課
20917 東村⼭市 （株）積壱
20918 東村⼭市 東京消防庁東村⼭消防署
20919 東村⼭市 東村⼭市役所まちづくり部道路河川課
20920 東村⼭市 （株）ニューノザワフーズ
20921 東村⼭市 東京みらい農業協同組合東村⼭⽀店
20922 東村⼭市 東村⼭市役所(秋⽔園)環境資源循環部ごみ減量推進課
20923 東村⼭市 株式会社りそな銀⾏久⽶川⽀店
20924 東村⼭市 ＪＰ資源（株）東村⼭事業所
20925 東村⼭市 （株）かいば
20926 東村⼭市 （株）増⽥コーポレーション
20927 東村⼭市 有限会社 若郷⼟⽊
20928 東村⼭市 ネッツトヨタ多摩（株）東村⼭店
20929 東村⼭市 （株）⾼純度物質研究所
20930 東村⼭市 （有）⽊下塗装店
20931 東村⼭市 （有）岩崎建材店
20932 東村⼭市 五⼗鈴建材店
20933 東村⼭市 ⽇興紙業商事（株）



20934 東村⼭市 （株）ヨーケン社
20935 東村⼭市 エネックス株式会社久⽶川営業所
20936 東村⼭市 メ―コー（株）
20937 東村⼭市 綜合警備保障（株）多摩⽀社東村⼭営業所
20938 東村⼭市 （株）清⼼
20939 東村⼭市 （株）ホンダカーズ東京中央東村⼭店
20940 東村⼭市 東京⽇産⾃動⾞販売株式会社東村⼭秋津店
20941 東村⼭市 トヨタモビリティ東京株式会社東村⼭富⼠⾒町店
20942 東村⼭市 株式会社ハラコー
20943 東村⼭市 株式会社きらぼし銀⾏久⽶川⽀店
20944 東村⼭市 社会福祉法⼈恩賜財団東京都同胞援護会 東村⼭⽣活実習所
20945 東村⼭市 国際サービスシステム（株）北多摩事務所
20946 東村⼭市 ケアパートナー東村⼭
20947 東村⼭市 （有）⾦⼦⾃動⾞⼯業所
20948 東村⼭市 株式会社 藤和ハウス 久⽶川店
20949 東村⼭市 （株）遠藤製餡
20950 東村⼭市 社会福祉法⼈東京コロニートーコロ⻘葉ワークセンター
20951 東村⼭市 エネックス株式会社
20952 東村⼭市 あすか創建（株）関東事業所
20953 東村⼭市 光建設（株）
20954 東村⼭市 医療法⼈社団 欅会久⽶川透析内科クリニック
20955 東村⼭市 （株）ダスキン村⼭
20956 東村⼭市 社会福祉法⼈⽩⼗字会東京⽩⼗字病院
20957 東村⼭市 社会福祉法⼈村⼭苑ほんちょうケアセンター
20958 東村⼭市 トヨタモビリティ東京（株）東村⼭美住町店
20959 東村⼭市 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ秋津センター
20960 東村⼭市 （株）及川⼟⽊
20961 東村⼭市 美住幼稚園
20962 東村⼭市 精⼼幼稚園
20963 東村⼭市 東村⼭しらぎく幼稚園
20964 東村⼭市 多摩みどり幼稚園
20965 東村⼭市 （株）ジューテック多摩営業所
20966 東村⼭市 ⿇の実幼稚園
20967 東村⼭市 東村⼭むさしの幼稚園
20968 東村⼭市 秋津幼稚園
20969 東村⼭市 株式会社 東栄住宅
20970 東村⼭市 久⽶川幼稚園
20971 東村⼭市 社会医療法⼈社団 愛有会久⽶川病院
20972 東村⼭市 （株）東栄住宅
20973 東村⼭市 細淵建材（有）
20974 東村⼭市 （株）コトブキ電設
20975 東村⼭市 社会福祉法⼈東京コロニーコロニー東村⼭
20976 東村⼭市 Honda Cars東京中央U-Select 秋津



20977 東村⼭市 ㈲東村⼭給⾷センター
20978 東村⼭市 国⽴療養所多摩全⽣園
20979 東村⼭市 多摩きた⽣活クラブ⽣活協同組合東村⼭センター
20980 東村⼭市 株式会社⼭梨中央銀⾏東村⼭⽀店
20981 東村⼭市 社会福祉法⼈東村⼭市社会福祉協議会
20982 東村⼭市 株式会社東リース
20983 東村⼭市 株式会社 エステーホーム
20984 東村⼭市 光陽精⼯㈱
20985 東村⼭市 相⽻建設株式会社
20986 東村⼭市 尾⼭台産業㈱
20987 東村⼭市 社会福祉法⼈いずみあゆみの家
20988 東村⼭市 社会福祉法⼈ いずみライフサポート つばさ
20989 東村⼭市 株式会社トーホーフードサービス⻄東京営業所
20990 東村⼭市 トヨタモビリティ東京㈱Ｕ−ｃａｒ秋津店
20991 東村⼭市 株式会社 アーバンライフ
20992 東村⼭市 カミヤR＆I株式会社
20993 東村⼭市 有限会社アールシステム
20994 東村⼭市 フォルクスワーゲン⼩平
20995 東村⼭市 ㈱チャイルド社⽴川営業所
20996 東村⼭市 株式会社 ⽔野商会
20997 東村⼭市 訪問看護ステーションコルディアーレ東村⼭
20998 東村⼭市 ⼭崎製パン（株）埼⽟⼯場埼⽟第⼆東村⼭
20999 東村⼭市 三井のリハウス 久⽶川センター
21000 東村⼭市 株式会社 勇盛
21001 東村⼭市 ㈲森⽥重機
21002 東村⼭市 ㈱ロンド・スポーツ
21003 東村⼭市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰｹｱｾﾝﾀｰ東村⼭ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ/ｼｮｰﾄｽﾃｲ
21004 東村⼭市 マザーケア東村⼭デリバリーセンター
21005 東村⼭市 ㈱⽥中⾃動⾞整備⼯場
21006 東村⼭市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨ東京株式会社東村⼭⻘葉店
21007 東村⼭市 ⽇産東京販売株式会社東村⼭店
21008 東村⼭市 ㈱⼩島電業社
21009 東村⼭市 ㈱⾓⽥電業社
21010 東村⼭市 豊島屋酒造㈱
21011 東村⼭市 株式会社ポールスタア
21012 東村⼭市 栄光堂製菓㈱
21013 東村⼭市 株式会社 Laughter
21014 東村⼭市 岡村設備⼯業㈱
21015 東村⼭市 末松建設⼯業（株）
21016 東村⼭市 有限会社 丸進⼯営
21017 東村⼭市 社会福祉法⼈天童会秋津療育園
21018 東村⼭市 東京スバル㈱東村⼭店
21019 東村⼭市 株式会社ふいっしゅいんてりあ



21020 東村⼭市 マルイ⽊材（株）
21021 東村⼭市 社会福祉法⼈緑⾵会緑⾵荘病院
21022 東村⼭市 株式会社 Ｒ Ｅ Ｓ
21023 東村⼭市 株式会社東配⼯ 東村⼭分室
21024 東村⼭市 多摩あおば病院
21025 東村⼭市 介護⽼⼈保健施設 多摩すずらん
21026 東村⼭市 株式会社 清⽔建築
21027 東村⼭市 有限会社 菊池⼯業所
21028 東村⼭市 （株）⻄武開発久⽶川店
21029 東村⼭市 （株）コヤマドライビングスクール秋津
21030 東村⼭市 株式会社 あさひや
21031 東村⼭市 ジャパンカスタム 株式会社
21032 東村⼭市 有限会社 ファンデックス
21033 東村⼭市 株式会社 東リース⼩平営業所
21034 東村⼭市 東京重機株式会社東京⼯場
21035 東村⼭市 公益社団法⼈東村⼭シルバー⼈材センター
21036 東村⼭市 有限会社 ダイキ
21037 東村⼭市 株式会社鈴⽊建設
21038 東村⼭市 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
21039 東村⼭市 株式会社 三光商会
21040 東村⼭市 社会福祉法⼈⽩⼗字会東京⽩⼗字訪問看護ステーション
21041 東村⼭市 ⼀建設株式会社 東村⼭営業所
21042 東村⼭市 有限会社 ⽴川造園
21043 東村⼭市 多摩標識 株式会社
21044 東村⼭市 株式会社 笹島モータース
21045 東村⼭市 フランスベット株式会社メディカル北多摩営業所
21046 東村⼭市 特別養護⽼⼈ホーム⽩⼗字ホーム
21047 東村⼭市 訪問看護ステーションはぎやま
21048 東村⼭市 ⼩平霊園
21049 東村⼭市 ⾚川鉄⼯株式会社
21050 東村⼭市 ⻄都保健⽣活協同組合かるがも訪問看護ステーション
21051 東村⼭市 ジェイ建設㈱
21052 東村⼭市 住友⽣命保険相互会社 埼⽟⻄⽀社 東村⼭⽀部
21053 東村⼭市 トヨタモビリティ東京（株）秋津ＢＲＣ
21054 東村⼭市 （株）⻑坂式典センター
21055 東村⼭市 福⽥三商株式会社 東村⼭営業所
21056 東村⼭市 ㈲勝倉エクステリア
21057 東村⼭市 ㈱⼤⿊屋
21058 東村⼭市 社会福祉法⼈⽩⼗字会介護⽼⼈保健施設東京ばんなん⽩光園
21059 東村⼭市 安奈電通⼯業株式会社
21060 東村⼭市 社会福祉法⼈⽩⼗字会⾼齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ⽩⼗字⼋国苑
21061 東村⼭市 株式会社堀切庭苑 東村⼭営業所
21062 東村⼭市 株式会社 Hand in Hand



21063 東村⼭市 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
21064 東村⼭市 社会福祉法⼈はるび
21065 東村⼭市 ハーベストネクスト株式会社多摩第２⼯場
21066 東村⼭市 ハーベストネクスト株式会社多摩⼯場
21067 東村⼭市 （有）⼩宮⼭⼯務店
21068 東村⼭市 北⽃理研 株式会社
21069 東村⼭市 須藤⽯材株式会社 ⼩平⽀店
21070 東村⼭市 社会福祉法⼈東京蒼⽣会養護⽼⼈ホーム万寿園
21071 東村⼭市 ㈱関東マツダ
21072 東村⼭市 ネクステージ⼩平店
21073 東村⼭市 養護⽼⼈ホームさくらコート⻘葉町
21074 東村⼭市 社会福祉法⼈⼭鳩会
21075 東村⼭市 株式会社富⼠薬品東村⼭営業所
21076 東村⼭市 株式会社 三栄サービス
21077 東村⼭市 ⼭崎教育システム株式会社
21078 東村⼭市 （株）千代⽥防災
21079 東村⼭市 社会福祉法⼈恩陽財団東京都同胞援護会さやま園
21080 東村⼭市 ⽣活協同組合パルシステム東京東村⼭センター
21081 東村⼭市 三井不動産リアルティ株式会社久⽶川センター
21082 東村⼭市 いすゞ⾃動⾞⾸都圏（株）東村⼭⽀店
21083 東村⼭市 ワタミ株式会社東京東村⼭清瀬営業所
21084 東村⼭市 （株）関東マツダ ポート久⽶川
21085 東村⼭市 （株）ショクリュー三多摩営業所
21086 東村⼭市 株式会社エステック
21087 東村⼭市 ワタミ株式会社東京東村⼭営業所
21088 東村⼭市 有限会社 ⾼芳設備⼯業
21089 東村⼭市 南部空調株式会社
21090 東村⼭市 セイブ環境株式会社
21091 東村⼭市 ⽇機装株式会社
21092 東村⼭市 ⽼⼈ホ−ム第⼆万寿園
21093 東村⼭市 株式会社 テクノあすか東村⼭事業所
21094 国分寺市 エピック運転代⾏
21095 国分寺市 東京むさし農業協同組合国分寺⽀店
21096 国分寺市 株式会社ティーシーエスVolkswagen国分寺
21097 国分寺市 株式会社エステート⽩⾺国分寺店
21098 国分寺市 株式会社森事務所
21099 国分寺市 マックスポーツ株式会社マックスポーツ国分寺
21100 国分寺市 森永建設株式会社
21101 国分寺市 株式会社富⼠住建国分寺営業所
21102 国分寺市 株式会社藤雅園
21103 国分寺市 トヨタモビリティ東京株式会社⽴川通り店
21104 国分寺市 株式会社武蔵野ダスキン国分寺⽀店
21105 国分寺市 ⽇本オーチス・エレベータ(株)⾸都圏⽀店⻄東京営業所



21106 国分寺市 株式会社関東マツダ国分寺店
21107 国分寺市 株式会社リガード
21108 国分寺市 東京⽇化サービス株式会社
21109 国分寺市 株式会社ミツウロコヴェッセル国分寺店
21110 国分寺市 東京消防庁国分寺消防署
21111 国分寺市 株式会社アイエス
21112 国分寺市 株式会社ヨコヤマ⻄部⽀店
21113 国分寺市 株式会社 いずみ花園
21114 国分寺市 キングラン・メディケア株式会社多摩⽀社
21115 国分寺市 株式会社和光ケミカル東京⻄営業所
21116 国分寺市 東京スバル株式会社国分寺店
21117 国分寺市 綜合警備保障株式会社 多摩⽀社国分寺営業所
21118 国分寺市 東京むさし農業協同組合新町⽀店
21119 国分寺市 社会福祉法⼈普⾨会
21120 国分寺市 有限会社井⼝葬儀店
21121 国分寺市 有限会社 鈴⽊⼟建
21122 国分寺市 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏国分寺⽀店
21123 国分寺市 ニチイケアセンターはあときたまち
21124 国分寺市 株式会社藤和ハウス国分寺店
21125 国分寺市 奥⼭管材機器株式会社
21126 国分寺市 株式会社⻄武開発国分寺店
21127 国分寺市 株式会社嶋⽥⼯務店
21128 国分寺市 学校法⼈つかさ学園
21129 国分寺市 国分寺市役所
21130 国分寺市 株式会社内野⼯務店
21131 国分寺市 杏林製薬株式会社多摩営業所
21132 国分寺市 社会福祉法⼈けやきの杜
21133 国分寺市 株式会社J-POWERﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ国分寺事業所
21134 国分寺市 Kids Duo International 国⽴
21135 国分寺市 株式会社 ⽔研舎
21136 国分寺市 ユーディーアイ確認検査株式会社国分寺検査センター
21137 国分寺市 三井不動産リアルティ株式会社国分寺センター
21138 国分寺市 株式会社⼭進⼯業
21139 国分寺市 有限会社鈴⽊船舶⽤⽊材
21140 国分寺市 株式会社三浦屋国分寺営業所
21141 国分寺市 株式会社ジュン・トラスト
21142 国分寺市 森永製菓株式会社東京エリア⽀店 東京⻄地区担当
21143 国分寺市 株式会社ヤマシタ 国分寺営業所
21144 国分寺市 トヨタモビリティ東京株式会社国分寺店
21145 国分寺市 スターツアメニティー株式会社城⻄第２営業所
21146 国分寺市 ケイアイスター不動産株式会社国分寺営業所
21147 国分寺市 社会福祉法⼈ＡｎｎＢｅｅ
21148 国分寺市 ⾃衛隊東京地⽅協⼒本部国分寺募集案内所



21149 国分寺市 有限会社ＳＳＥコーポレーション
21150 国分寺市 株式会社キステム⻄東京⽀店
21151 国分寺市 株式会社ツクイ恋ヶ窪
21152 国分寺市 公益社団法⼈国分寺市シルバー⼈材センター
21153 国分寺市 株式会社せきど
21154 国分寺市 鈴⽊建設有限会社
21155 国分寺市 リオン株式会社
21156 国分寺市 シグマ⾃動⾞株式会社
21157 国分寺市 ⼤東建託株式会社国分寺⽀店
21158 国分寺市 株式会社ホギメディカル多摩営業所
21159 国分寺市 島津サイエンス東⽇本株式会社⻄東京⽀店
21160 国分寺市 株式会社ふじなわ
21161 国分寺市 株式会社協和⽇成 環境空調部
21162 国分寺市 遠藤商事株式会社
21163 国分寺市 冨⼠⼟地株式会社
21164 国分寺市 株式会社タスク
21165 国分寺市 ⽩⽊建設株式会社
21166 国分寺市 トヨタＳ＆Ｄ⻄東京 株式会社国分寺恋ヶ窪店
21167 国分寺市 国分寺市教育委員会
21168 国分寺市 株式会社ファインケアリハデイボナール国分寺
21169 国分寺市 株式会社朝⽇化⼯ 東京営業所
21170 国分寺市 株式会社⽇⽴製作所中央研究所
21171 国分寺市 野⼝株式会社多摩サービスセンター
21172 国分寺市 社会福祉法⼈国分寺市社会福祉協議会
21173 国分寺市 有限会社さくらんぼ
21174 国分寺市 株式会社島崎⼯務店
21175 国分寺市 ⽇本ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社多摩⽀社
21176 国分寺市 株式会社ソラストデイサービス ソラスト国分寺
21177 国分寺市 株式会社三共消毒 ⻄東京⽀店
21178 国分寺市 株式会社ミニミニ城⻄国分寺店
21179 国分寺市 株式会社ライクスメーター事業部多摩営業所
21180 国分寺市 株式会社磯⾙
21181 国分寺市 株式会社⻄都建物
21182 国分寺市 協⽴電気興業株式会社多摩⽀社
21183 国分寺市 (株)ルネサンス スポーツクラブルネサンス⻄国分寺
21184 国分寺市 キャノンシステムアンドサポート株式会社 国分寺営業所
21185 国分寺市 ⼤東建託パートナーズ株式会社国分寺営業所
21186 国分寺市 株式会社フレアス
21187 国分寺市 株式会社産機
21188 国分寺市 スズデン株式会社⽴川ＦＡ営業所
21189 国分寺市 ⽇本郵便株式会社 国分寺郵便局
21190 国分寺市 株式会社フォルム 本社
21191 国分寺市 株式会社柴⽥⼯業



21192 国分寺市 トヨタＳ＆Ｄ⻄東京株式会社国分寺店
21193 国分寺市 公益財団法⼈鉄道総合技術研究所
21194 国分寺市 社会福祉法⼈ ⼼会
21195 国分寺市 さわやか訪問看護リハビリステーション
21196 国分寺市 関東化学株式会社
21197 国分寺市 税理⼠法⼈ ⼟⼿内総合事務所
21198 国分寺市 医療法⼈社団 圭徳会国分寺南⼝クリニック
21199 国分寺市 株式会社ムサシホームズ
21200 国分寺市 有限会社⼤勝⼯業
21201 国分寺市 社会福祉法⼈にんじんの会⻄恋ヶ窪にんじんホーム
21202 国分寺市 株式会社ユーコー
21203 国分寺市 東通産業株式会社武蔵野⽀店
21204 国分寺市 株式会社すざき
21205 国分寺市 国分寺市清掃センター
21206 国分寺市 坂の上幼稚園
21207 国分寺市 株式会社バイク王＆カンパニー府中店
21208 国分寺市 鈴⽊造園株式会社
21209 国分寺市 ⼾倉⼯業株式会社
21210 国分寺市 ⽇産東京販売株式会社国分寺店
21211 国分寺市 タツミ建設株式会社
21212 国分寺市 有限会社武蔵総業
21213 国分寺市 ⽂化シャッターサービス株式会社多摩サービスステーション
21214 国分寺市 株式会社⻑南⼯務店
21215 国分寺市 株式会社⼩⼭東京営業所
21216 国分寺市 渡辺⼯業有限会社
21217 国⽴市 （株）村内外⾞センター
21218 国⽴市 国⽴市役所
21219 国⽴市 トヨタモビリティパーツ（株）東京・⼭梨統括⽀店 国⽴営業所
21220 国⽴市 特別養護⽼⼈ホームシルバーハイツ⾕保
21221 国⽴市 ユアサ商事株式会社⻄関東営業所
21222 国⽴市 株式会社 遠藤組
21223 国⽴市 マイ．エス国⽴
21224 国⽴市 （株）東京さえき
21225 国⽴市 アクゾノーベル㈱⾃動⾞補修塗料事業部
21226 国⽴市 ⽇本郵便株式会社国⽴郵便局
21227 国⽴市 クラシアン多摩⽀社
21228 国⽴市 ㈱イノベイションオブメディカルサービス
21229 国⽴市 ダイトロン（株）
21230 国⽴市 アマノ（株）⻄東京⽀店
21231 国⽴市 （株）オーハシテクニカ
21232 国⽴市 （株）ホンダカーズ東京中央国⽴府中店
21233 国⽴市 畠⼭電設（株）
21234 国⽴市 井上造園株式会社



21235 国⽴市 ⼀般財団法⼈関東電気保安協会
21236 国⽴市 （株）サトウ 国⽴センター
21237 国⽴市 介護⽼⼈保健施設国⽴あおやぎ苑
21238 国⽴市 研究出版（株）
21239 国⽴市 三井不動産リアルティ㈱
21240 国⽴市 （有）建祐⼯業
21241 国⽴市 株式会社東京サービス
21242 国⽴市 町永電設（株）
21243 国⽴市 多摩信⽤⾦庫国⽴⽀店
21244 国⽴市 FSX（株）
21245 国⽴市 オージー技研㈱東京⽀店
21246 国⽴市 （株）メディセオ国⽴⽀店
21247 国⽴市 ⽵内板⾦⼯業（株）
21248 国⽴市 （株）セレスポ⻄東京⽀店
21249 国⽴市 塩野義製薬株式会社国⽴営業所
21250 国⽴市 有限会社ＭＯクレーン
21251 国⽴市 東京みどり農業協同組合国⽴⽀店
21252 国⽴市 国⽴冨⼠⾒台幼稚園
21253 国⽴市 服部コーヒーフーズ（株）⻄東京営業所
21254 国⽴市 ミツモト商事（株）
21255 国⽴市 ㈱ユヤマ多摩営業所
21256 国⽴市 株式会社スリーディメンションすりいでぃ国⽴
21257 国⽴市 フルテック株式会社国⽴営業所
21258 国⽴市 三英電業（株）多摩⽀社
21259 国⽴市 株式会社 トーエル多摩営業所
21260 国⽴市 （株）ユカ 国⽴⽀店
21261 国⽴市 エスペック（株）
21262 国⽴市 ナブコシステム（株）⻄東京⽀店
21263 国⽴市 （株）リスト
21264 国⽴市 NTTﾃﾞｰﾀﾙｳｨｰﾌﾞ株式会社ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部
21265 国⽴市 （株）⽇本衛⽣センター
21266 国⽴市 （株）トーヨー
21267 国⽴市 株式会社ケーズブレインズ
21268 国⽴市 サントリービバレッジソリューション株式会社府中⽀店
21269 国⽴市 （株）タカンナ
21270 国⽴市 （株）テラオカ 東京⻄⽀店
21271 国⽴市 ㈱アクティサポート
21272 国⽴市 株式会社イノメディックス国⽴営業所
21273 国⽴市 関造園（株）
21274 国⽴市 社団法⼈国⽴市シルバー⼈材センター
21275 国⽴市 （有）佐々⽊リース
21276 国⽴市 タカナシ販売（株）東京⻄営業所
21277 国⽴市 村上⼯業（株）



21278 国⽴市 （株）志村モータース
21279 国⽴市 ⼗和⽥興⾏ 株式会社
21280 国⽴市 東京みどり農業協同組合富⼠⾒台⽀店
21281 国⽴市 （株）レンタルのニッケン国⽴府中営業所
21282 国⽴市 ウチダエスコ株式会社多摩営業所
21283 国⽴市 有限会社 ⼯房舎
21284 国⽴市 株式会社エアージェイ
21285 国⽴市 ネッツトヨタ多摩（株）国⽴店
21286 国⽴市 特定⾮営利活動法⼈多摩在宅⽀援センター円
21287 国⽴市 マリンフーズ（株）⻄東京事業所
21288 国⽴市 （株）⾚塚屋 国⽴⽀店
21289 国⽴市 三穂電機株式会社国⽴事業所
21290 国⽴市 ⾏政書⼠法⼈きずな東京多摩オフィス
21291 国⽴市 ダンロップタイヤ中央㈱府中営業所
21292 国⽴市 株式会社パミロール
21293 国⽴市 東都⽣活協同組合 国⽴センター
21294 国⽴市 社会福祉法⼈国⽴市社会福祉協議会
21295 国⽴市 介護⽼⼈保健施設あるふぁ国⽴
21296 国⽴市 ㈱ロジクエスト東京⻄⽀店
21297 国⽴市 株式会社国⽴メディカルケア
21298 国⽴市 有限会社⽮津道路
21299 国⽴市 ⼩⽥鐡網株式会社東京営業所
21300 国⽴市 株式会社アルメックス⽴川⽀店
21301 国⽴市 株式会社メディオテクノ
21302 国⽴市 株式会社さえきセルバホールディングス
21303 国⽴市 医療社団法⼈国⽴あおやぎ会⾕保デイサービスセンター
21304 国⽴市 東京多摩⻘果株式会社
21305 国⽴市 株式会社寺岡精⼯
21306 国⽴市 浦⼭建設株式会社
21307 国⽴市 明治安⽥⽣命国⽴営業所
21308 国⽴市 株式会社北の⼤地 営業本部
21309 国⽴市 株式会社コルティナ
21310 国⽴市 株式会社レクシード
21311 国⽴市 株式会社ＡＥリフォーム
21312 国⽴市 有限会社ノザワプラント
21313 国⽴市 株式会社ＫＡＩＭ
21314 国⽴市 株式会社近鉄ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ･ｼｽﾃﾑｽﾞ国⽴営業所
21315 国⽴市 社会福祉法⼈弥⽣会くにたち北⾼齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
21316 国⽴市 社会福祉法⼈弥⽣会⾼齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくにたち苑
21317 国⽴市 有限会社ダイヤ商会
21318 福⽣市 たくみ代⾏サービス
21319 福⽣市 パール運転代⾏
21320 福⽣市 Arrow代⾏ 福⽣営業所



21321 福⽣市 拝島⾃動⾞教習所
21322 福⽣市 株式会社交運社
21323 福⽣市 株式会社ホテル幸楽園
21324 福⽣市 社会福祉法⼈福陽会特別養護⽼⼈ホーム第⼆サンシャインビラ
21325 福⽣市 警視庁福⽣警察署
21326 福⽣市 福⽣市役所
21327 福⽣市 ⻄多摩農業協同組合福⽣⽀店
21328 福⽣市 株式会社 関東マツダ 福⽣店
21329 福⽣市 株式会社りそな銀⾏福⽣⽀店
21330 福⽣市 清⽔⼯業株式会社
21331 福⽣市 ⾼崎産業株式会社
21332 福⽣市 株式会社 モリタ
21333 福⽣市 住宅情報館株式会社 福⽣店
21334 福⽣市 株式会社 アーネストワン福⽣営業所
21335 福⽣市 武陽ガス株式会社
21336 福⽣市 東洋システム株式会社
21337 福⽣市 医療法⼈社団葵会熊川病院
21338 福⽣市 医療法⼈社団 永進会福⽣駅前クリニック
21339 福⽣市 ⽯川酒造株式会社
21340 福⽣市 エネックス株式会社福⽣営業所
21341 福⽣市 株式会社塩⽥組
21342 福⽣市 東京消防庁福⽣消防署
21343 福⽣市 ネッツトヨタ多摩株式会社
21344 福⽣市 セントラルフィットネスクラブ福⽣
21345 福⽣市 航空⾃衛隊横⽥基地作戦システム運⽤隊
21346 福⽣市 トヨタモビリティ東京株式会社福⽣店
21347 福⽣市 福⽣コンクリート⼯業株式会社
21348 福⽣市 株式会社 ⼤多摩ハム⼩林商会
21349 福⽣市 株式会社 多摩計装
21350 福⽣市 有限会社 瀬古本店
21351 福⽣市 東邦アルミ建材（株）多摩営業所
21352 福⽣市 社団法⼈福⽣市シルバー⼈材センター
21353 福⽣市 株式会社 市電設備
21354 福⽣市 株式会社めるざさ
21355 福⽣市 フジミ⾃動⾞興業株式会社
21356 福⽣市 成友セキュリテイ株式会社
21357 福⽣市 社会福祉法⼈もくせい会 特別養護⽼⼈ホーム ヨコタホーム
21358 福⽣市 学校法⼈ 三陽学園 福⽣多摩幼稚園
21359 福⽣市 清岩院幼稚園
21360 福⽣市 聖愛幼稚園
21361 福⽣市 ⽜浜幼稚園
21362 福⽣市 株式会社 アイ・エス・ディー
21363 福⽣市 扶桑管理サービス株式会社（ふそうケアセンター）



21364 福⽣市 イワタニ⾸都圏株式会社東京⽀店
21365 福⽣市 航空⾃衛隊横⽥基地作戦情報隊
21366 福⽣市 セコム株式会社福⽣営業所
21367 福⽣市 ㈱ＮＩＰＰＯ⾸都圏⽶軍建築⼯事事務所
21368 福⽣市 酒井薬品（株）福⽣営業所
21369 福⽣市 株式会社リバイバル
21370 福⽣市 株式会社 佐藤忠
21371 福⽣市 ネッツトヨタ多摩（株）武蔵野台店
21372 福⽣市 （株）スズケン福⽣⽀店
21373 福⽣市 ﾄｯﾊﾟﾝ･ﾌｫｰﾑｽﾞ･ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ株式会社 福⽣⼯場
21374 福⽣市 株式会社森⽥⼯業所
21375 福⽣市 株式会社 サカエエネルギー
21376 福⽣市 ⽥村酒造場
21377 福⽣市 三ツ輪産業（株）多摩営業所
21378 福⽣市 横⽥防衛事務所
21379 福⽣市 応⽤光研⼯業株式会社
21380 福⽣市 株式会社タテムラ
21381 福⽣市 東京都⻄多摩建設事務所福⽣⼯区
21382 福⽣市 三共商事株式会社 ⻄東京営業所
21383 福⽣市 ⽇⽣電機株式会社
21384 福⽣市 東⼭建設株式会社
21385 福⽣市 ⻄武信⽤⾦庫福⽣⽀店
21386 福⽣市 株式会社 オカデン
21387 福⽣市 特別養護⽼⼈ホーム サンシャインビラ
21388 福⽣市 公益社団法⼈全国国⼟調査協会事業⽀援部
21389 福⽣市 松岡塗料株式会社
21390 福⽣市 株式会社 ⼭⼀ホーム
21391 福⽣市 有限会社 英造園
21392 福⽣市 株式会社 トヨタレンタリース多摩
21393 福⽣市 医療法⼈社団 永進会介護⽼⼈保健施設 ユーアイビラ
21394 福⽣市 ⽇本蓄電器⼯業株式会社
21395 福⽣市 京王⾃動⾞株式会社福⽣営業所
21396 福⽣市 株式会社ヤマキ
21397 福⽣市 ⻄関東機材株式会社
21398 福⽣市 株式会社 セイワ
21399 福⽣市 有限会社エムアイティ
21400 福⽣市 トヨタ⻄東京カローラ（株）福⽣店
21401 福⽣市 有限会社福瑞商会
21402 福⽣市 興國緑化（株）
21403 福⽣市 （株）メモリアルアートの⼤野屋福⽣資材センター
21404 福⽣市 サンキシステム（株）
21405 福⽣市 株式会社 ⼤林組⽶軍座間⼯事事務所
21406 福⽣市 株式会社アース設計コンサルタント



21407 福⽣市 デイサービスあさがお
21408 福⽣市 社会福祉法⼈福⽣市社会福祉協議会
21409 福⽣市 株式会社平⼭東京⻄⽀店
21410 福⽣市 （株）トムコ
21411 福⽣市 隆盛興業株式会社
21412 福⽣市 川崎鉄⼯株式会社
21413 福⽣市 有限会社⿇⽣マーク
21414 福⽣市 合同会社福⽣訪問看護ステーションこころ
21415 福⽣市 社会福祉法⼈ 福寿会
21416 福⽣市 ハーベストネクスト株式会社福⽣市防災⾷育センター
21417 福⽣市 ⼤洋⾃動⾞交通株式会社
21418 福⽣市 多摩信⽤⾦庫福⽣⽀店
21419 福⽣市 株式会社 川名産業
21420 福⽣市 株式会社 ホンダ東京⻄
21421 福⽣市 株式会社 ⼤塚商会福⽣⽀店
21422 狛江市 株式会社 東都不動産パーキングユニット
21423 狛江市 ㈱和泉⾃動⾞練習所
21424 狛江市 トヨタモビリティ東京株式会社狛江店
21425 狛江市 株式会社アルテックス
21426 狛江市 地域福祉サービスセンターこまえ正吉苑
21427 狛江市 株式会社パイオニア・エコ
21428 狛江市 東京電線⼯業株式会社
21429 狛江市 グローテック株式会社
21430 狛江市 間瀬建設株式会社
21431 狛江市 東京消防庁狛江消防署
21432 狛江市 狛江市役所
21433 狛江市 株式会社 藤原⼟建
21434 狛江市 光洋産業株式会社
21435 狛江市 アズハイム狛江中和泉デイサービスセンター
21436 狛江市 株式会社 四国開発
21437 狛江市 ㈱ニシヤマ
21438 狛江市 株式会社 ロケット
21439 狛江市 有限会社 ⾦⼦モータース
21440 狛江市 世紀東急⼯業株式会社東京⻄営業所
21441 狛江市 株式会社 湘南電設
21442 狛江市 株式会社武蔵野
21443 狛江市 ㈱やまねメディカルデイサービスセンターなごやか狛江
21444 狛江市 和泉舗装株式会社
21445 狛江市 コムベックス株式会社
21446 狛江市 東京⽔道サービス株式会社多摩管路部 狛江管路管理所
21447 狛江市 ㈱和泉園
21448 狛江市 株式会社イーエルハウジングカンパニー
21449 狛江市 千代⽥第⼀⼯業㈱



21450 狛江市 ⾼橋商事㈱
21451 狛江市 （有）スーパードライバーズ
21452 狛江市 株式会社 ブレイク
21453 狛江市 ㈱北海⼯業
21454 狛江市 愛光⼥⼦学園
21455 狛江市 狛江こだま幼稚園
21456 狛江市 狛江みずほ幼稚園
21457 狛江市 株式会社 東都資産運⽤ユニット
21458 狛江市 ㈱植光
21459 狛江市 城南信⽤⾦庫狛江⽀店
21460 狛江市 セントラル・エンタープライズ株式会社デイプラス狛江のいずみ
21461 狛江市 ⼩⽇向銘板㈱
21462 狛江市 株式会社 幸⼭興業
21463 狛江市 マインズ農業協同組合狛江⽀店
21464 狛江市 ⽇本郵便株式会社狛江郵便局
21465 狛江市 三葉冷熱㈱
21466 狛江市 中央理化⼯業㈱東京⻄営業所
21467 狛江市 ㈱旭化⼯
21468 狛江市 ㈱つくば商会
21469 狛江市 ⽣活協同組合パルシステム東京狛江センター
21470 狛江市 ㈱ツクイツクイ狛江
21471 狛江市 株式会社ユニリビングユニディ狛江店
21472 狛江市 有限会社 勝栄産業
21473 狛江市 株式会社東都東京管理第１ユニット
21474 東⼤和市 警視庁（他1） 
21476 東⼤和市 運転代⾏ＫＤサービス
21477 東⼤和市 （株）栄電舎東京⽀店
21478 東⼤和市 ⽯川建材（株）
21479 東⼤和市 レモンガス株式会社多摩⽀店
21480 東⼤和市 医療法⼈徳寿会介護⽼⼈保健施設プラチナ・ヴィラ東⼤和
21481 東⼤和市 （株）テセック
21482 東⼤和市 コスモ⽯油販売株式会東⼤和カーケアーセンター
21483 東⼤和市 （株）タカキ⽴野配送センター
21484 東⼤和市 笠原ガーデン資材株式会社
21485 東⼤和市 株式会社ベストランス
21486 東⼤和市 トヨタＳ＆Ｄ⻄東京㈱レクサス東⼤和
21487 東⼤和市 東⼤和市総合福祉センターは〜とふる
21488 東⼤和市 有限会社 安達通信
21489 東⼤和市 株式会社真栄パートナーズ
21490 東⼤和市 富沢建設（株）
21491 東⼤和市 共⽴建機サービス（株）
21492 東⼤和市 東京⽔道株式会社東⼤和サービスステーション
21493 東⼤和市 （有）貯⽔池⿃⼭



21494 東⼤和市 東⼤和市役所総務管財課
21495 東⼤和市 （株）尾崎管機⼯業
21496 東⼤和市 東京消防庁北多摩⻄部消防署
21497 東⼤和市 株式会社 ツクイ東⼤和
21498 東⼤和市 株式会社  タカキ
21499 東⼤和市 村⼭電気（株）
21500 東⼤和市 （株）マルデンコーポレーション本社営業所
21501 東⼤和市 東⼤和警察署
21502 東⼤和市 東京みどり農業協同組合東⼤和⽀店
21503 東⼤和市 東⽇本三菱⾃動⾞販売（株）東⼤和店
21504 東⼤和市 狭⼭ヶ丘幼稚園
21505 東⼤和市 ⼤和学園 ⼤和富⼠幼稚園
21506 東⼤和市 東京フード販売（株）
21507 東⼤和市 ⼤和⼋幡幼稚園
21508 東⼤和市 株式会社 徳樹庵徳樹庵 東⼤和店
21509 東⼤和市 ⻘梅信⽤⾦庫東⼤和⽀店
21510 東⼤和市 （株）⾼橋管⼯社東⼤和⽀店
21511 東⼤和市 東亜ＤＫＫサービス（株）
21512 東⼤和市 （株）サニクリーン東京東⼤和営業所
21513 東⼤和市 リンナイ株式会社多摩営業所
21514 東⼤和市 こども学園
21515 東⼤和市 社会医療法⼈財団⼤和会東⼤和ケアセンター
21516 東⼤和市 マキ⾃動⾞⼯業（株）
21517 東⼤和市 （有）佐久間⼯務店
21518 東⼤和市 天基電気株式会社
21519 東⼤和市 インパック（株）東京営業所
21520 東⼤和市 光栄電機（株）
21521 東⼤和市 株式会社あんしん葬祭
21522 東⼤和市 （株）藤和設計
21523 東⼤和市 （株） 鈴 建
21524 東⼤和市 國吉⼯業（株）
21525 東⼤和市 アビリティーズ・ケアネット(株)東京⻄レンタルセンター
21526 東⼤和市 飯能信⽤⾦庫 東⼤和市店
21527 東⼤和市 東⼤和グランドボウル
21528 東⼤和市 （株）尾崎商店
21529 東⼤和市 ⽇産東京販売（株）東⼤和店
21530 東⼤和市 社会福祉法⼈⽴野みどり福祉会⽴野みどり保育園
21531 東⼤和市 社会福祉法⼈ ⽴野みどり福祉会⾕⾥保育園
21532 東⼤和市 株式会社 ツクイ 桜ヶ丘
21533 東⼤和市 堀川産業株式会社エネクル⼩平
21534 東⼤和市 医療法⼈社団 欅会東⼤和南街クリニック
21535 東⼤和市 株式会社 ユニマットライフ多摩営業所
21536 東⼤和市 東京システム運輸ホールディングス株式会社



21537 東⼤和市 森久保ＣＡメディカル（株）
21538 東⼤和市 社会福祉法⼈⽴野みどり福祉会⽟川上⽔保育園
21539 東⼤和市 東京ロジファクトリー株式会社
21540 東⼤和市 （株）進藤⾃動⾞商会
21541 東⼤和市 （株）東洋塗装⼯業
21542 東⼤和市 （株）粕⾕建設
21543 東⼤和市 有限会社 齋藤⽔道⼯業
21544 東⼤和市 （株）トライヤーン
21545 東⼤和市 多摩舗道株式会社
21546 東⼤和市 株式会社クレックス⻄東京営業所
21547 東⼤和市 株式会社粋流
21548 東⼤和市 株式会社⼤東⻘果
21549 東⼤和市 ㈱ＮＩＰＰＯ東⼤和出張所
21550 東⼤和市 （株）⼤進電機
21551 東⼤和市 株式会社トーワテクノ東京⼯場
21552 東⼤和市 ナイス株式会社⾸都圏第⼆営業部 多摩営業所
21553 東⼤和市 東京レンタル（株）多摩営業所
21554 東⼤和市 株式会社 ヨコハマタイヤジャパン
21555 東⼤和市 トヨタモビリティ東京株式会社東⼤和店
21556 東⼤和市 （株）ニシカワ
21557 東⼤和市 在宅サービスセンター向台
21558 東⼤和市 （株）ソーゴー多摩営業所
21559 東⼤和市 エスケー化研（株）三多摩営業所
21560 東⼤和市 （株）武藤⽯材店
21561 東⼤和市 （株）富⼠⼯芸社
21562 東⼤和市 （株）りそな銀⾏東⼤和⽀店
21563 東⼤和市 トヨタモビリティ東京（株）⽴野ＢＰＣ
21564 東⼤和市 株式会社 ⼩平ケミカル
21565 東⼤和市 株式会社スリー・ケー
21566 東⼤和市 有限会社 協栄⼯業
21567 東⼤和市 有限会社 ⼩野寺電気⼯事
21568 東⼤和市 （有）⼤和建材
21569 東⼤和市 トヨタＳ＆Ｄ⻄東京（株）東⼤和店
21570 東⼤和市 ネッツトヨタ多摩（株）⽟川上⽔店
21571 東⼤和市 ネッツトヨタ多摩（株）パルスやまと
21572 東⼤和市 有限会社 新和電機
21573 東⼤和市 ⻄武信⽤⾦庫東⼤和店
21574 東⼤和市 公益社団法⼈東⼤和市シルバー⼈材センター
21575 東⼤和市 ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞ･ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽたての
21576 東⼤和市 株式会社鈴正 東⼤和営業所
21577 東⼤和市 アサヒ飲料販売株式会社東⼤和⽀店
21578 東⼤和市 Daiwa Group CPO
21579 東⼤和市 明治安⽥⽣命保険相互会社⽴川⽀社 東⼤和営業所



21580 東⼤和市 株式会社新東管理
21581 東⼤和市 株式会社 ⽩⾺
21582 東⼤和市 ＢＰＳ東⼤和
21583 東⼤和市 ロンドスクールマックス上北台
21584 東⼤和市 社会福祉法⼈多摩⼤和園
21585 東⼤和市 （有）三⽀
21586 東⼤和市 （有）巴重機興業
21587 東⼤和市 有限会社 ⽯間⾦属
21588 東⼤和市 アクシス株式会社
21589 東⼤和市 バイオニクス機器（株）
21590 東⼤和市 社会福祉法⼈ 東⼤和市社会福祉協議会
21591 東⼤和市 （株）⽊曽路東⼤和店
21592 東⼤和市 （株）ホンダカーズ東京中央東⼤和店
21593 東⼤和市 株式会社 本荘ロディック本社
21594 東⼤和市 東⼤和通信株式会社
21595 東⼤和市 特別養護⽼⼈ホーム⾵の樹
21596 東⼤和市 本荘倉庫株式会社 本社
21597 東⼤和市 （株）栄進
21598 東⼤和市 前建設⼯業株式会社
21599 東⼤和市 有限会社  岩⽥組
21600 東⼤和市 株式会社 ⽩⽯電設
21601 東⼤和市 吉川施設⼯業㈱
21602 東⼤和市 (株)フジ・トレーディング
21603 東⼤和市 株式会社⾦野建設
21604 東⼤和市 株式会社オープンハウス・アーキテクト
21605 東⼤和市 株式会社イノベイションオブメディカルサービス
21606 東⼤和市 社会医療法⼈財団⼤和会在宅サポートセンター
21607 清瀬市 ＭＭ運転代⾏
21608 清瀬市 株式会社エム・エム
21609 清瀬市 清瀬市役所
21610 清瀬市 （株）セイケンテック
21611 清瀬市 有限会社⿊川興業
21612 清瀬市 医療法⼈社団弘善会ラビアンローゼ
21613 清瀬市 東京みらい農業協同組合清瀬⽀店
21614 清瀬市 スエヒロシステムライン株式会社
21615 清瀬市 （有）今村組
21616 清瀬市 ⼤林道路（株）技術研究所
21617 清瀬市 社会福祉法⼈どろんこ会清瀬どろんこ保育園
21618 清瀬市 （株）⻄武開発清瀬店
21619 清瀬市 トヨタモビリティ東京株式会社清瀬店
21620 清瀬市 公益社団法⼈清瀬市シルバー⼈材センター
21621 清瀬市 ⽇本サーモスタット（株）
21622 清瀬市 東京消防庁清瀬消防署



21623 清瀬市 学校法⼈東京清光学園認定こども園ひかり
21624 清瀬市 株式会社ツクイ秋津営業所
21625 清瀬市 （株）ホームケアセンターイワサキ
21626 清瀬市 株式会社 秋葉架設
21627 清瀬市 株式会社ヤマザキ物流
21628 清瀬市 ⽇本郵便（株）清瀬郵便局
21629 清瀬市 清瀬しらうめ幼稚園
21630 清瀬市 清瀬たから幼稚園
21631 清瀬市 清瀬ふじみ幼稚園
21632 清瀬市 全国警備保障㈱東京⻄⽀社
21633 清瀬市 デイサービスファインケアきよせ
21634 清瀬市 清瀬ゆりかご幼稚園
21635 清瀬市 学校法⼈清瀬学園
21636 清瀬市 清瀬療護園
21637 清瀬市 （株）⽊村⼯業
21638 清瀬市 舶⽤電球㈱
21639 清瀬市 医療法⼈社団誠徹会清瀬博済堂クリニック
21640 清瀬市 飯能信⽤⾦庫清瀬⽀店
21641 清瀬市 清瀬育成園 ひだまりの⾥きよせ
21642 清瀬市 （株）わかば
21643 清瀬市 有限会社 ⽔道.ポンプ.細⼭営業所
21644 清瀬市 ㈲⼩林モーター
21645 清瀬市 ㈱⼩泉多摩清瀬営業所
21646 清瀬市 株式会社 宇都宮電気商会
21647 清瀬市 ⼀般社団法⼈清⾵の会
21648 清瀬市 パナソニックエイジフリーケアセンター清瀬上清⼾
21649 清瀬市 ㈱本橋⽊材
21650 清瀬市 医療法⼈財団 保養会介護⽼⼈保健施設 たけおか
21651 清瀬市 株式会社グリーンハーモニー
21652 清瀬市 株式会社ニチナン商事
21653 清瀬市 セントラルウエルネスクラブ清瀬
21654 清瀬市 株式会社 T-Rooｍ
21655 清瀬市 有限会社 美建
21656 清瀬市 有限会社 渋⾕商事
21657 清瀬市 社会福祉法⼈信愛報恩会
21658 清瀬市 オールオートサービス
21659 清瀬市 医療法⼈社団 功和会
21660 清瀬市 児童養護施設⼦供の家
21661 清瀬市 株式会社川島コーポレーションサニーライフ清瀬デイサービス
21662 清瀬市 北多摩訪問看護ステーション
21663 清瀬市 （株）⽥中住宅設備
21664 清瀬市 ㈱ユニレックス
21665 清瀬市 株式会社schilf訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝきずな



21666 清瀬市 株式会社プリシード
21667 清瀬市 社会福祉法⼈ 東京聖労院
21668 清瀬市 株式会社フィリップス・ジャパン
21669 清瀬市 トヨタエルアンドエフ東京（株）
21670 清瀬市 株式会社ムーヴ・オン
21671 清瀬市 有限会社⼤⽯勝蔵商店
21672 東久留⽶市 ドライバーズ東京 東京⻄
21673 東久留⽶市 社会福祉法⼈リブリー
21674 東久留⽶市 株式会社東久留⽶⾃動⾞教習所
21675 東久留⽶市 株式会社 根本造園
21676 東久留⽶市 株式会社 アサンテ東久留営業所
21677 東久留⽶市 株式会社 タチバナ
21678 東久留⽶市 三和エナジー株式会社東久留⽶デリバリーセンター
21679 東久留⽶市 有限会社 野間⼯業所
21680 東久留⽶市 ⼤⽊左官⼯業
21681 東久留⽶市 東久留⽶市役所
21682 東久留⽶市 ⼭崎製パン株式会社 武蔵野⼯場
21683 東久留⽶市 特別養護⽼⼈ホームみどりの丘
21684 東久留⽶市 株式会社 アダチ
21685 東久留⽶市 株式会社 ⽇栄電機⼯業
21686 東久留⽶市 株式会社 出澤商店
21687 東久留⽶市 株式会社ジェイコム東京⻄東京局
21688 東久留⽶市 東京⽔道株式会社東久留⽶管路管理事業所
21689 東久留⽶市 久留⽶神明幼稚園
21690 東久留⽶市 株式会社 伊藤園東京⻄部⽀店
21691 東久留⽶市 株式会社 マルサンクリーニング
21692 東久留⽶市 のむら産業株式会社
21693 東久留⽶市 ⼩島電機⼯業 株式会社東久留⽶営業所
21694 東久留⽶市 きいれ建設 株式会社
21695 東久留⽶市 グローブライド株式会社
21696 東久留⽶市 医療法⼈丸⼭会 ケア東久留⽶
21697 東久留⽶市 株式会社 東和商会
21698 東久留⽶市 株式会社 井⽥環境サービス
21699 東久留⽶市 （株）フラッグダスキン⽥無
21700 東久留⽶市 ⽇産東京販売株式会社
21701 東久留⽶市 株式会社 ユニマットライフレンタル武蔵野営業所
21702 東久留⽶市 株式会社 島崎⼯業所
21703 東久留⽶市 ⽊村建材⼯業 株式会社
21704 東久留⽶市 多摩商事 株式会社
21705 東久留⽶市 株式会社富⼠交通研究所東久留⽶事業所
21706 東久留⽶市 株式会社ケアーズ東久留⽶⽩⼗字訪問看護ステーション
21707 東久留⽶市 株式会社 丸井商事
21708 東久留⽶市 柳泉園組合



21709 東久留⽶市 株式会社 カナメ商事
21710 東久留⽶市 株式会社 三河屋製麺所
21711 東久留⽶市 神明畜産 株式会社
21712 東久留⽶市 株式会社 川松
21713 東久留⽶市 株式会社 レンタルのニッケン東久留⽶営業所
21714 東久留⽶市 株式会社 スズキ⾃販南東京アリーナ東久留⽶営業所
21715 東久留⽶市 有限会社 ⼤島園
21716 東久留⽶市 株式会社進成
21717 東久留⽶市 社会福祉法⼈ ⽵恵会
21718 東久留⽶市 株式会社 岡野⽶店
21719 東久留⽶市 東京みらい農業協同組合
21720 東久留⽶市 有限会社 ⽟⽊建設
21721 東久留⽶市 有限会社 ⻄⼭設備⼯業
21722 東久留⽶市 東久留⽶市環境部ごみ対策課
21723 東久留⽶市 株式会社 東和銀⾏東久留⽶中央⽀店
21724 東久留⽶市 住宅情報館株式会社花⼩⾦井店
21725 東久留⽶市 スパジアムジャポン
21726 東久留⽶市 オカノ電機 株式会社
21727 東久留⽶市 株式会社りそな銀⾏東久留⽶⽀店
21728 東久留⽶市 ⽣活協同組合コープみらいコープデリ東久留⽶センター
21729 東久留⽶市 落合幼稚園
21730 東久留⽶市 前沢幼稚園
21731 東久留⽶市 有限会社 貫井造園
21732 東久留⽶市 社会福祉法⼈ 森の会広域地域ケアセンター バオバブ
21733 東久留⽶市 トヨタモビリティ東東京株式会社東久留⽶店
21734 東久留⽶市 中村オートパーツ 株式会社
21735 東久留⽶市 ニューオートベンダー 有限会社
21736 東久留⽶市 学校法⼈⾃由学園
21737 東久留⽶市 ⽇本郵便株式会社東久留⽶郵便局
21738 東久留⽶市 特定⾮営利活動法⼈地域ケアネットワークゆいまある
21739 東久留⽶市 神⼭幼稚園
21740 東久留⽶市 株式会社 篠宮⼟建
21741 東久留⽶市 有限会社 ⾼橋⼯業
21742 東久留⽶市 学校法⼈ クリスチャンアカデミーイン ジャパン
21743 東久留⽶市 久留⽶スイムアリーナ 株式会社
21744 東久留⽶市 株式会社 柴 源
21745 東久留⽶市 （株）リード東京営業所
21746 東久留⽶市 朝⽇電器株式会社
21747 東久留⽶市 株式会社 ハイメックス
21748 東久留⽶市 有限会社 南沢⾃動⾞サービス
21749 東久留⽶市 株式会社 やすらぎ邸
21750 東久留⽶市 東邦薬品 株式会社東久留⽶営業所
21751 東久留⽶市 メルセデス・ベンツ⻄東京



21752 東久留⽶市 株式会社オートレッカー⾼橋
21753 東久留⽶市 新興産⼟⽊ 株式会社
21754 東久留⽶市 河井⽊材 株式会社
21755 東久留⽶市 株式会社藤本チェーン
21756 東久留⽶市 ⼭崎製パン株式会社デイリーヤマザキ事業統括本部武蔵野エリア
21757 東久留⽶市 株式会社 藤和ハウス住宅サポート事業課
21758 東久留⽶市 恒栄通建 株式会社
21759 東久留⽶市 東⽇本三菱⾃動⾞販売株式会社東久留⽶店
21760 東久留⽶市 東京消防庁 東久留⽶消防署
21761 東久留⽶市 ヤクルトロジスティクス株式会
21762 東久留⽶市 株式会社 エスケアメイト
21763 東久留⽶市 東京ガスイズミエナジー株式会社東久留⽶店
21764 東久留⽶市 株式会社 藤和ハウス東久留⽶店
21765 東久留⽶市 株式会社 ヨシケイ埼⽟東久留⽶営業所
21766 東久留⽶市 社団法⼈東久留⽶市シルバー⼈材センター
21767 東久留⽶市 松村園芸 株式会社
21768 東久留⽶市 ⽇本⾷研株式会社東久留⽶⽀店
21769 東久留⽶市 トヨタモビリティ東京株式会社U-Car⼩平店
21770 東久留⽶市 株式会社 信和
21771 東久留⽶市 光栄技建⼯業株式会社
21772 東久留⽶市 ロジスネクスト東京株式会社東久留⽶営業所
21773 東久留⽶市 ⼤和リビング株式会社⻄部出張所
21774 東久留⽶市 トヨタモビリティ東京株式会社U−Car東久留⽶店
21775 東久留⽶市 株式会社LIXILビバビバホーム東久留⽶店
21776 東久留⽶市 株式会社いろはいろは訪問看護ステーション
21777 東久留⽶市 マイテック株式会社
21778 東久留⽶市 英世会第⼆画像診断クリニック
21779 東久留⽶市 明治おいしい⽜乳センター東久留⽶
21780 東久留⽶市 株式会社崎原⼯業
21781 東久留⽶市 株式会社東京ドームスポーツ
21782 東久留⽶市 東京みらい農業協同組合東久留⽶⽀店
21783 東久留⽶市 ⼭崎製パン株式会社デイリーヤマザキ事業統括本部⻄関東ブロック
21784 東久留⽶市 ワタミ株式会社ワタミの宅⾷東京東久留⽶営業所
21785 東久留⽶市 株式会社アベジュウ建設
21786 東久留⽶市 株式会社⽇本樹脂施⼯
21787 東久留⽶市 株式会社国栄
21788 東久留⽶市 多摩住宅サービス株式会社東久留⽶市店
21789 東久留⽶市 エムエム⼯業株式会社
21790 東久留⽶市 有限会社⼭下商事
21791 東久留⽶市 ミニメイドサービス東久留⽶店
21792 東久留⽶市 株式会社三河屋製麺
21793 東久留⽶市 株式会社ブライト
21794 東久留⽶市 ⼀建設株式会社東久留⽶営業所



21795 東久留⽶市 クリエイト株式会社
21796 東久留⽶市 社会福祉法⼈⿓鳳ライフパートナーこぶし
21797 東久留⽶市 社会福祉法⼈ 三育ライフ東久留⽶市幸町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
21798 東久留⽶市 株式会社ホクヨウ
21799 東久留⽶市 イエローハット新⻘梅⽥無店
21800 東久留⽶市 株式会社モトーレン東都
21801 東久留⽶市 株式会社ウォーク 清掃事業部
21802 東久留⽶市 ロイヤルネットワーク株式会社
21803 東久留⽶市 有限会社ちひろ建⼯
21804 東久留⽶市 ＭＩＮＩ⻄東京
21805 東久留⽶市 株式会社アジャスト
21806 東久留⽶市 社会福祉法⼈イリアンソス活動センターかなえ
21807 東久留⽶市 社会福祉法⼈マザアス
21808 東久留⽶市 株式会社ハナダ
21809 東久留⽶市 医療法⼈五麟会⿊⽬川診療所
21810 東久留⽶市 株式会社Five Trees陽だまり 福祉⽤具東久留⽶
21811 武蔵村⼭市 株式会社⽇産代⾏サービス
21812 武蔵村⼭市 株式会社アサヒロジテック
21813 武蔵村⼭市 ⽇産代⾏サービス巧
21814 武蔵村⼭市 武蔵村⼭市役所
21815 武蔵村⼭市 進藤総業（株）
21816 武蔵村⼭市 （株）りそな銀⾏村⼭⽀店
21817 武蔵村⼭市 ⽇本フルハーフ株式会社多摩⽀店
21818 武蔵村⼭市 ⻄武信⽤⾦庫村⼭⽀店
21819 武蔵村⼭市 有限会社 ⽯⽥⼯業
21820 武蔵村⼭市 ⼩泉機器⼯業株式会社
21821 武蔵村⼭市 株式会社 ⽇⽴物流関東多摩営業所
21822 武蔵村⼭市 （株）⼤⽑開発興業
21823 武蔵村⼭市 むさしの⽣コン（株）横⽥⼯場
21824 武蔵村⼭市 株式会社 ⼩⽥塗装
21825 武蔵村⼭市 （株）東洋ボデー
21826 武蔵村⼭市 株式会社 ベストランス⽶飯⽴川共配センター
21827 武蔵村⼭市 学校法⼈ 遠藤学園武蔵みどり幼稚園
21828 武蔵村⼭市 出光リテール販売株式会東京カンパニー
21829 武蔵村⼭市 むらやま幼稚園
21830 武蔵村⼭市 村⼭いずみ幼稚園
21831 武蔵村⼭市 （株）清光社⻄東京⽀店
21832 武蔵村⼭市 砂原塗装⼯業（株）
21833 武蔵村⼭市 有限会社 富商
21834 武蔵村⼭市 （株）アベルコＷＳ事業部⻄東京⽀店
21835 武蔵村⼭市 株式会社桃源堂
21836 武蔵村⼭市 （株）富⼠機⼯
21837 武蔵村⼭市 株式会社⽇本シューター



21838 武蔵村⼭市 関東⽇本フード（株）⻄関東事業部新多摩営業部
21839 武蔵村⼭市 社会福祉法⼈ 武蔵村⼭正徳会
21840 武蔵村⼭市 株式会社 ミタックス
21841 武蔵村⼭市 ロジスネクスト東京㈱村⼭⽀店
21842 武蔵村⼭市 ＮＸエネルギー関東（株）
21843 武蔵村⼭市 ⽇産東京販売（株）村⼭店
21844 武蔵村⼭市 武陽ガス（株）武蔵村⼭営業所
21845 武蔵村⼭市 ⽇東エネルギー（株）多摩営業所
21846 武蔵村⼭市 株式会社 ⽯原製作所
21847 武蔵村⼭市 ダイハツ東京販売株式会社武蔵村⼭店
21848 武蔵村⼭市 わらべや⽇洋株式会社東京⼯場
21849 武蔵村⼭市 （株）天乃屋
21850 武蔵村⼭市 コトブキシーティング（株）村⼭⼯場
21851 武蔵村⼭市 株式会社トラスト
21852 武蔵村⼭市 わらべや⽇洋株式会社第２⼯場
21853 武蔵村⼭市 興和テックメイク株式会社
21854 武蔵村⼭市 （株）丸昇
21855 武蔵村⼭市 社会福祉法⼈あかつきコロニー
21856 武蔵村⼭市 ⻄武狭⼭丘陵パートナーズ野⼭北
21857 武蔵村⼭市 （有）タナカ製作所
21858 武蔵村⼭市 （株）⻑澤製作所
21859 武蔵村⼭市 株式会社 PSビバレッジ
21860 武蔵村⼭市 （株）ゴールデンエッグ
21861 武蔵村⼭市 公益社団法⼈武蔵村⼭市シルバー⼈材センター
21862 武蔵村⼭市 東京⽇産⾃動⾞販売株式会社
21863 武蔵村⼭市 （株）ワイケーシー
21864 武蔵村⼭市 多摩冶⾦（株）
21865 武蔵村⼭市 ⽇本ビソー（株）多摩⽀店
21866 武蔵村⼭市 （株）⽐留間組
21867 武蔵村⼭市 社会福祉法⼈武蔵村⼭市社会福祉協議会
21868 武蔵村⼭市 イカリ消毒（株）多摩営業所
21869 武蔵村⼭市 住宅情報館株式会社
21870 武蔵村⼭市 （有）村⼭⾃動⾞⼯業
21871 武蔵村⼭市 （株）シムテック武蔵村⼭営業所
21872 武蔵村⼭市 （株）表養樹園
21873 武蔵村⼭市 株式会社ハイワークス
21874 武蔵村⼭市 株式会社⼤空リサイクルセンター
21875 武蔵村⼭市 エコ丸信株式会社
21876 武蔵村⼭市 株式会社ホンダ東京⻄武蔵村⼭店
21877 武蔵村⼭市 株式会社 ⼤空
21878 武蔵村⼭市 （有）太邦⼯業
21879 武蔵村⼭市 有限会社多摩コールドサービス
21880 武蔵村⼭市 （株）ニッシン



21881 武蔵村⼭市 株式会社クラフテックオカモト
21882 武蔵村⼭市 ⼭三電機（株）
21883 武蔵村⼭市 （株）杉本組
21884 武蔵村⼭市 （有）川⼝油脂⼯業所
21885 武蔵村⼭市 株式会社 レンタルのニッケン⻄東京営業所
21886 武蔵村⼭市 ⼤蔵屋商事株式会社村⼭営業所
21887 武蔵村⼭市 株式会社 TOKAI多摩⽀店
21888 武蔵村⼭市 （株）武蔵ブライダルズＭＩＣ事業部
21889 武蔵村⼭市 富⼠化学塗料（株）多摩営業所
21890 武蔵村⼭市 ＡＬＳＯＫ双栄(株)東京⻄⽀店村⼭営業所
21891 武蔵村⼭市 タマランチ（株）
21892 武蔵村⼭市 株式会社 カワトー
21893 武蔵村⼭市 帝⼈エコ・サイエンス株式会社
21894 武蔵村⼭市 渡辺電業（株）
21895 武蔵村⼭市 東京みどり農業協同組合村⼭⽀店
21896 武蔵村⼭市 ＫＳＳ株式会社
21897 武蔵村⼭市 トヨタモビリティ東京（株）武蔵村⼭店
21898 武蔵村⼭市 ⽇本電⼦株式会社武蔵村⼭製作所
21899 武蔵村⼭市 （株）⽊下商会
21900 武蔵村⼭市 丸和産業（株）東京事業所
21901 武蔵村⼭市 株式会社 ベストランス
21902 武蔵村⼭市 （株）⼀ ⼾
21903 武蔵村⼭市 ワタミ株式会社東京武蔵村⼭営業所
21904 武蔵村⼭市 （株）ユーワ
21905 武蔵村⼭市 （株）⼭武コーポレーション
21906 武蔵村⼭市 松⽥建材（株）
21907 武蔵村⼭市 （株）アサヒケーティー
21908 武蔵村⼭市 三喜技研⼯業（株）
21909 武蔵村⼭市 三芳仮設機材（株）東京営業所
21910 武蔵村⼭市 （株）伊藤設備
21911 武蔵村⼭市 （株）内⼭⼯務店
21912 武蔵村⼭市 （有）東京キャリアサービス
21913 武蔵村⼭市 （株）⽂明堂 東京武蔵村⼭⼯場
21914 武蔵村⼭市 医療法⼈社団 もかほ会武蔵村⼭ さいとうクリニック
21915 武蔵村⼭市 有限会社 下⽥畜産
21916 武蔵村⼭市 トヨタS＆D⻄東京（株）武蔵村⼭店
21917 武蔵村⼭市 株式会社ライフ・ｱﾄﾞ・バリュー
21918 武蔵村⼭市 株式会社 ヒロキ
21919 武蔵村⼭市 株式会社 富⼠グラウト⼯業⼯事部
21920 武蔵村⼭市 前富⼯業株式会社
21921 武蔵村⼭市 有限会社 ⽩崎設備⼯業
21922 武蔵村⼭市 ブリヂストンタイヤサービス東⽇本（株）むさし村⼭店
21923 武蔵村⼭市 株式会社ナガセ



21924 武蔵村⼭市 ⽇本郵便（株）武蔵村⼭郵便局
21925 武蔵村⼭市 伊奈平苑⾼齢者在宅サービスセンター
21926 武蔵村⼭市 （株）岡村設備⼯業
21927 武蔵村⼭市 東京ジーワイ株式会社多摩営業所
21928 武蔵村⼭市 岡部バルブ⼯業株式会社
21929 武蔵村⼭市 村⼭鋼材株式会社
21930 武蔵村⼭市 ハーベストネクスト株式会社武蔵村⼭給⾷センター
21931 武蔵村⼭市 社会福祉法⼈ 鶴⾵会東京⼩児療養病院
21932 武蔵村⼭市 （有）吉建開発⼯業
21933 武蔵村⼭市 株式会社 光⽴電気
21934 武蔵村⼭市 佐⽵特殊鋼株式会社
21935 武蔵村⼭市 （有）新城重機
21936 武蔵村⼭市 ⼤⿊設備⼯業㈱
21937 武蔵村⼭市 （有）巴企⼯
21938 武蔵村⼭市 （有）あだたら
21939 武蔵村⼭市 有限会社インテリア⼤和
21940 武蔵村⼭市 ラウンドワン武蔵村⼭店
21941 武蔵村⼭市 社会医療法⼈財団⼤和会武蔵村⼭病院
21942 武蔵村⼭市 株式会社 エフジェイサービス
21943 武蔵村⼭市 布⻲株式会社武蔵村⼭デリバリーセンター
21944 多摩市 警視庁（他1） 
21946 多摩市 東京消防庁 多摩消防署
21947 多摩市 ＪＡＦ 東京⽀部 多摩基地
21948 多摩市 有限会社エスケイケイフューネラルサービス
21949 多摩市 多摩市役所
21950 多摩市 合資会社 ⼩川組
21951 多摩市 株式会社 寿⾵呂商店多摩⽀店
21952 多摩市 京王レクリェーション株式会社
21953 多摩市 ⽇本郵便株式会社多摩郵便局
21954 多摩市 （株）ライフケアサービス
21955 多摩市 有限会社 ライフステージ
21956 多摩市 株式会社 ⻄川⼯業所
21957 多摩市 トヨタモビリティ東京株式会社多摩ニュータウン店
21958 多摩市 株式会社 みずほ銀⾏多摩センター⽀店
21959 多摩市 JUKI販売株式会社
21960 多摩市 株式会社 ワタリ⻘果
21961 多摩市 ⽇本総合住⽣活株式会社 南多摩⽀店
21962 多摩市 メルセデス・ベンツ多摩
21963 多摩市 株式会社 京映アーツ
21964 多摩市 株式会社 府中カントリークラブ
21965 多摩市 社会福祉法⼈多摩市社会福祉協議会
21966 多摩市 株式会社 ⼋洋
21967 多摩市 株式会社 朝倉組



21968 多摩市 株式会社京王設備サービス
21969 多摩市 富⼠ケ丘幼稚園
21970 多摩市 株式会社 シルバーアシストふれあい多摩ケアセンター
21971 多摩市 （愛⽣苑）特別養護⽼⼈ホーム社会福祉法⼈⼤和会
21972 多摩市 緑ケ丘幼稚園
21973 多摩市 （株）スズキ⾃販南東京スズキアリーナ多摩
21974 多摩市 （株）エス・シー・アライアンス
21975 多摩市 多摩みゆき幼稚園
21976 多摩市 多摩信⽤⾦庫桜ヶ丘⽀店
21977 多摩市 ムラキ株式会社
21978 多摩市 株式会社 関電⼯
21979 多摩市 社会医療法⼈ 河北医療財団天本病院
21980 多摩市 （株）三菱ＵＦＪ銀⾏多摩ビジネスセンター
21981 多摩市 ⽂化学園⼤学附属すみれ幼稚園
21982 多摩市 錦秋幼稚園
21983 多摩市 株式会社 京王ストア
21984 多摩市 有限会社 サンエイメンテナンス
21985 多摩市 東伸⼯業株式会社
21986 多摩市 株式会社 ⽇祥 多摩営業所
21987 多摩市 特定⾮営利活動法⼈多摩草むらの会
21988 多摩市 （株）楢原
21989 多摩市 （株）ホンダカーズ東京中央多摩店
21990 多摩市 京王建設（株）桜ヶ丘事務所
21991 多摩市 ⽣活協同組合コープみらいコープデリニュータウンセンター
21992 多摩市 東京⼤⾕幼稚園
21993 多摩市 京王電鉄株式会社
21994 多摩市 ⼀建設株式会社
21995 多摩市 （株）⼩磯組
21996 多摩市 京王プラザホテル多摩
21997 多摩市 （株）京王百貨店お得意様外商部
21998 多摩市 ミサワリフォーム株式会社
21999 多摩市 （株）マイプリント
22000 多摩市 三井住友信託銀⾏株式会社多摩桜ヶ丘⽀店
22001 多摩市 三井不動産リアルティ株式会社聖蹟桜ヶ丘センター
22002 多摩市 多摩中央警察署
22003 多摩市 勝⼜鉄筋⼯業（株）
22004 多摩市 多摩消防署 多摩センター出張所
22005 多摩市 島⽥療育センター
22006 多摩市 （株）愛宕
22007 多摩市 サンヴァイス（株）
22008 多摩市 おだ学園幼稚園
22009 多摩市 東京⽔道株式会社桜ヶ丘管路管理事業所
22010 多摩市 セコム株式会社南多摩営業所



22011 多摩市 東京スバル株式会社多摩店
22012 多摩市 株式会社公住サービス
22013 多摩市 ⽊曽路多摩ニュータウン
22014 多摩市 （株）多摩ニュータウンサービス
22015 多摩市 株式会社⽇本電⼒サービス
22016 多摩市 JUKIオートメーションシステム株式会社
22017 多摩市 ケル株式会社
22018 多摩市 （株）⼤貫設備⼯業
22019 多摩市 ミタニ マイクロニクス（株）
22020 多摩市 ⽣活協同組合パルシステム東京多摩センター
22021 多摩市 （有）⼩⼭商店
22022 多摩市 株式会社横浜銀⾏多摩センター⽀店
22023 多摩市 東京グリーンシステムズ(株)
22024 多摩市 国際計測器（株）
22025 多摩市 ミツミ電機（株）
22026 多摩市 （株）多摩上造園
22027 多摩市 株式会社アレップス多摩サービスセンター
22028 多摩市 ⽇産プリンス⻄東京販売株式会社多摩センター店
22029 多摩市 京王不動産株式会社桜ヶ丘営業所
22030 多摩市 多摩興運（株）
22031 多摩市 （有）猪俣電機サービス
22032 多摩市 社会福祉法⼈ 蓬莱会 ⾼齢者総合ケアセンターケアプラザ多摩
22033 多摩市 株式会社 イーエス・ウォーターネット
22034 多摩市 ⻭科医療サポートセンター㈱
22035 多摩市 （株）⾦⼦園
22036 多摩市 社会福祉法⼈ 正夢の会コラボたまワークセンターつくし
22037 多摩市 株式会社シーオーピー
22038 多摩市 （株）メディックス
22039 多摩市 ⽇本⾷品分析センター多摩研究所
22040 多摩市 株式会社 関電⼯ 多摩⼯務所
22041 多摩市 社会福祉法⼈啓光福祉会啓光学園
22042 多摩市 京王不動産株式会社多摩センター営業所
22043 多摩市 みずたま介護ステーション永⼭
22044 多摩市 社会医療法⼈ 河北医療財団あい介護⽼⼈保健施設
22045 多摩市 （株）カインドウェア・プラナ⽣き⽣きシルバー 多摩
22046 多摩市 積⽔ハウス（株）⻄東京カスタマーズセンター
22047 多摩市 トヨタモビリティ東京株式会社多摩永⼭店
22048 多摩市 医療法⼈ 社団 めぐみ会
22049 多摩市 積⽔ハウスリフォーム株式会社東京⻄営業所
22050 多摩市 株式会社グリーン・ワイズ
22051 多摩市 恵泉⼥学園
22052 多摩市 多摩⼤学聖ヶ丘中学⾼等学校
22053 多摩市 多摩ケアセンターそよ⾵



22054 多摩市 （有）調布清掃
22055 多摩市 諏訪幼稚園
22056 多摩市 桜美林⼤学多摩アカデミーヒルズ
22057 多摩市 総合電⼦（株）
22058 多摩市 トヨタ⻄東京カローラ（株）
22059 多摩市 ノボノルディスクファーマ㈱
22060 多摩市 ⽇本エー・エス・エム（株）
22061 多摩市 （株）ジャパン・リサイクル・システム
22062 多摩市 （株）富⼠植⽊多摩⽀店
22063 多摩市 （株）植⿓緑化
22064 多摩市 （株）弥⽣園
22065 多摩市 東京都⽔道局多摩給⽔管理事務所
22066 多摩市 (株)URコミュニティ南多摩住まいセンター
22067 多摩市 （有）きし農園
22068 多摩市 有限会社 麗美装
22069 多摩市 （株）関東マツダ多摩ニュータウン店
22070 多摩市 京⻄テクノス株式会社
22071 多摩市 （株）ＴＣＳ
22072 多摩市 （株）ベネッセスタイルケアベネッセ介護センター多摩
22073 多摩市 （有）多摩サービスセンター
22074 多摩市 （株）コイズミ
22075 多摩市 （有）原商店
22076 多摩市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社レクサス多摩
22077 多摩市 （株）⼭王建興
22078 多摩市 （株）市川造園
22079 多摩市 株式会社多摩テレビ
22080 多摩市 社会福祉法⼈ 楽友会
22081 多摩市 （有）三浦商会
22082 多摩市 せいとく幼稚園
22083 多摩市 （有）やまびこケアセンター
22084 多摩市 なごみ在宅介護サービス多摩
22085 多摩市 （株）永岡サービス
22086 多摩市 株式会社エイチ・ビー
22087 多摩市 （株）アメニティーエンバイロメントケータリング美膳
22088 多摩市 多摩市シルバー⼈材センター
22089 多摩市 株式会社 裕清社
22090 多摩市 桜ヶ丘延寿ホーム多摩市桜ヶ丘住宅サービスセンター
22091 多摩市 東京モビリティ東京株式会社U-car多摩ニュータウン店
22092 多摩市 都市農住事業(株)
22093 多摩市 多摩市和光園ケアセンター
22094 多摩市 株式会社コクエー
22095 多摩市 遠藤住建（株）
22096 多摩市 (有) 宿村建設



22097 多摩市 トヨタＳ＆Ｄフリート⻄東京株式会社
22098 多摩市 渡辺パイプ株式会社
22099 多摩市 （株）協和
22100 多摩市 今治建設（株）
22101 多摩市 ⼤和冷機⼯業株式会社多摩営業所
22102 多摩市 (株)ミツウロコ⻄東京⽀店多摩店
22103 多摩市 光洋⼯業（株）多摩事業所
22104 多摩市 社会医療法⼈ 河北医療財団あい在宅
22105 多摩市 東京⽔道株式会社多摩サービスステーション
22106 多摩市 綜合警備保障（株）南多摩⽀社多摩ニュータウン営業所
22107 多摩市 東京都南多摩保健所
22108 多摩市 東和薬品株式会社 多摩営業所
22109 多摩市 （株）セイカ
22110 多摩市 関東三菱⾃動⾞販売株式会社多摩ニュータウン店
22111 多摩市 東急⾃動⾞学校
22112 多摩市 (有) 藤篠
22113 多摩市 グラン・グルメ株式会社
22114 多摩市 （株）中村技建
22115 多摩市 ＪＵＫＩ株式会社
22116 多摩市 介護⼩規模多機能ホームすみれ
22117 多摩市 東京ガスライフバル南多摩株式会社
22118 多摩市 住友ファーマ株式会社
22119 多摩市 株式会社ファインケアリハデイボナール多摩センター
22120 多摩市 （株）富⼠薬品 多摩営業所
22121 多摩市 啓光福祉会 啓光えがお
22122 多摩市 株式会社 ペンタくん
22123 多摩市 ⽇産東京販売株式会社
22124 多摩市 株式会社プラネットワーク
22125 多摩市 （有）河野建材
22126 多摩市 社会福祉法⼈桜ヶ丘社会事業協会さくらが丘訪問看護ステーション
22127 多摩市 タイセイクリンケミカル（株）
22128 多摩市 （株）多摩ユニットサービス
22129 多摩市 ＫＤＤＩ株式会社多摩テクニカルセンター
22130 多摩市 ティアック株式会社
22131 多摩市 ⼤和証券株式会社 多摩⽀店
22132 多摩市 三井⾷品株式会社
22133 多摩市 株式会社  ⽇⽴ビルシステム
22134 多摩市 （株）ツクイ多摩センター営業所
22135 多摩市 エヌティオートサービス株式会社
22136 多摩市 タイムズサービス株式会社東京⻄⽀店多摩オフィス
22137 多摩市 千代⽥機⼯株式会社 ⻄東京営業
22138 多摩市 ファインケア訪問介護ステーション多摩センター
22139 多摩市 有限会社 イワオ企画



22140 多摩市 ㈱阿部商会ABE CARS Tama Garage
22141 多摩市 株式会社 豊川製作所
22142 多摩市 永⼭運送株式会社
22143 多摩市 東京南農業協同組合多摩⽀店
22144 多摩市 トキオ⽂化財株式会社
22145 多摩市 ⽣活協同組合パルシステム東京多摩センター
22146 多摩市 京王建設株式会社桜ヶ丘事務所（⼟⽊）
22147 多摩市 ｻｰﾗｰｶｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社Volkswagen多摩
22148 多摩市 京王ﾌｪｱｳｪﾙｻﾎﾟｰﾄ株式会社
22149 多摩市 唐⽊⽥薬局
22150 多摩市 東洋ビルサービス株式会社
22151 多摩市 株式会社⼤幹ビジネスサービス永⼭事業本部
22152 多摩市 有限会社 三宝メンテナンス
22153 多摩市 株式会社サービスエース
22154 多摩市 有限会社⻫藤機⼯多摩営業所
22155 多摩市 学校法⼈ 国⼠舘多摩キャンパス
22156 多摩市 ﾛｲﾔﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ株式会社多摩センター駅前ショップ
22157 多摩市 多摩永⼭⾼⽥クリニック
22158 多摩市 ⼀般社団法⼈ まほろば
22159 多摩市 株式会社 サンライフ多摩営業所
22160 多摩市 マーニン合同会社
22161 多摩市 株式会社ケーヨーデイツー唐⽊⽥店
22162 多摩市 ブックオフ多摩永⼭店
22163 多摩市 ワタミ株式会社東京多摩南野営業所
22164 多摩市 株式会社ＣＳＳ技術開発
22165 多摩市 特定⾮営利活動法⼈ハンディキャブゆずり葉
22166 多摩市 ＡＬＳＯＫ介護株式会社かたくり永⼭
22167 多摩市 社会医療法⼈ 河北医療財団あいクリニック中沢
22168 多摩市 株式会社和光多摩センター営業所
22169 多摩市 株式会社暁星ｼﾞｬﾊﾟﾝレッツ倶楽部多摩永⼭
22170 多摩市 桜総合管理株式会社
22171 稲城市 稲城市 消防本部
22172 稲城市 ＪＳＳスイミングスクール若葉台
22173 稲城市 株式会社 よみうりランド
22174 稲城市 稲城市役所
22175 稲城市 東京ヴェルディ1969フットボールクラブ(株)
22176 稲城市 東京南農業共同組合稲城⽀店
22177 稲城市 ロイヤルハウジング株式会社若葉台駅前ショップ
22178 稲城市 株式会社ツクイ稲城東⻑沼
22179 稲城市 有限会社 進藤建材店
22180 稲城市 （株）よみうりサポートアンドサービス
22181 稲城市 株式会社 ⼤⾕商店
22182 稲城市 多摩カントリークラブ



22183 稲城市 梨花幼稚園
22184 稲城市 ⽮野⼝幼稚園
22185 稲城市 はなぶさ幼稚園
22186 稲城市 有限会社 ⾼橋モータース
22187 稲城市 ⼤成建設株式会社東京⽀店 南⼭造成作業所
22188 稲城市 コマクサ幼稚園
22189 稲城市 いなぎ正吉苑
22190 稲城市 ⽇本機械⼯業株式会社
22191 稲城市 （株）⽯⽥建設
22192 稲城市 （株）ペエックス
22193 稲城市 メリーポピンズ稲城ルーム
22194 稲城市 ⽇本綜合産業（株）
22195 稲城市 ⽇本フイルコン（株）
22196 稲城市 マルオ建設（株）
22197 稲城市 川辺農研産業（株）
22198 稲城市 株式会社オータマ
22199 稲城市 南進開発（株）
22200 稲城市 トヨタ⻄東京カローラ（株）
22201 稲城市 学校法⼈ 駒澤学園
22202 稲城市 （株）ワイ・デー・ケー
22203 稲城市 株式会社やさしい⼿看多機かえりえ平尾
22204 稲城市 （株）コルグ
22205 稲城市 株式会社 ⾼⽊電設
22206 稲城市 塩崎建設（株）
22207 稲城市 （有）タルヤ設備⼯業所
22208 稲城市 稲城台病院
22209 稲城市 ⽇産東京販売株式会社
22210 稲城市 （株）三光設備⼯業
22211 稲城市 東建コーポレーション株式会社
22212 稲城市 北村コンクリート⼯業（株）
22213 稲城市 株式会社⼤庭⾃動⾞
22214 稲城市 （有）森農機電気商会
22215 稲城市 （株）アイキョー
22216 稲城市 （株）アベサプライ
22217 稲城市 株式会社ＳＨＩＮＳＥＩ
22218 稲城市 介護⽼⼈保健施設デンマークイン若葉台
22219 稲城市 株式会社ＫＳＫ
22220 稲城市 ヘイセイ⼯業株式会社
22221 稲城市 私⽴⻘葉幼稚園
22222 稲城市 （株）アオイスポーツ
22223 稲城市 有限会社松⽥興業
22224 稲城市 おくりびとのお葬式稲城駅前サロン
22225 稲城市 （株）⼩沢砂利店



22226 稲城市 株式会社 ホーク・ワン
22227 稲城市 （株）村井⼯務店
22228 稲城市 公益財団法⼈東京都都市づくり公社 多摩東部区画整理事務所
22229 稲城市 （株）共栄
22230 稲城市 メタウォーターサービス株式会社
22231 稲城市 （株）ケイ・オール
22232 稲城市 ⽇産東京販売株式会社ルノー稲城
22233 稲城市 ⽇本設備保全（株）
22234 稲城市 スーパーレジン（株）
22235 稲城市 やのくち正吉苑
22236 稲城市 株式会社 ティーシーエスフォルクスワーゲン稲城
22237 稲城市 社会福祉法⼈平尾会
22238 稲城市 野村産業（株）⽮野⼝営業所
22239 稲城市 ⼭本商会（株）東京⽀店稲城営業所
22240 稲城市 新栄重機産業（株）
22241 稲城市 稲城ケアセンターそよ⾵
22242 稲城市 サンセイ医機(株)
22243 稲城市 ⼤⽯建設（株）
22244 稲城市 （株）トーホークリーン
22245 稲城市 トモプロ（株）
22246 稲城市 有限会社 トラスト
22247 稲城市 株式会社 シー・アイ・シー稲城営業所
22248 稲城市 アットホーム株式会社
22249 稲城市 (株) ジェーシー・コムサ
22250 稲城市 平尾わかば幼稚園
22251 稲城市 （株）関東マツダ
22252 稲城市 アクラブ稲城
22253 稲城市 あすか創建株式会社稲城事務所
22254 稲城市 （有）横⽥ブロック建設
22255 稲城市 中⻄⾷品（株）
22256 稲城市 （株）吉⽥⼯務店
22257 稲城市 （株）バイタル
22258 稲城市 （株）パロマ多摩営業所
22259 稲城市 （株）芝堅造園⼟⽊
22260 稲城市 社会医療法⼈ 河北医療財団あいクリニック平尾
22261 稲城市 （有）アクアメイト稲城通所介護事務所
22262 稲城市 （有）⽇環ハウスサービス
22263 稲城市 （有）稲城建材興業
22264 稲城市 塚⽥設備（株）
22265 稲城市 （株）南起建設
22266 稲城市 （有）稲城防災設備
22267 稲城市 （株）清⽔材⽊店
22268 稲城市 （有）篠崎造園



22269 稲城市 株式会社ビュープランニング
22270 稲城市 徳永薬局株式会社
22271 稲城市 株式会社スミカワＡＤＤ
22272 稲城市 東洋ガス圧接株式会社
22273 稲城市 稲城レミックス（株）
22274 稲城市 社会福祉法⼈正夢の会パサージュいなぎ
22275 稲城市 通所介護ぽかぽかフィジカルセンター平尾
22276 稲城市 社会福祉法⼈ 正夢の会コラボいなぎ
22277 稲城市 株式会社 Fiashine 東京事業所
22278 稲城市 DCM稲城押⽴店
22279 稲城市 デイベンロイリネンサプライ株式会社 多摩営業所
22280 稲城市 株式会社⼩沼⼯業
22281 稲城市 株式会社 和光
22282 稲城市 秩⽗産業株式会社 東京⻄⽀店
22283 稲城市 アットホーム株式会社多摩営業所
22284 稲城市 公益社団法⼈稲城市シルバー⼈材センター
22285 稲城市 ⽔⾕建設株式会社南⼭造成作業所
22286 稲城市 有限会社 ⼩池電機商会
22287 稲城市 株式会社創建
22288 稲城市 ⽇本住宅株式会社東京⽀店
22289 稲城市 シュロニガージャパン株式会社
22290 稲城市 ⼤洋電⼦部品株式会社
22291 稲城市 トヨタモビリティ東京株式会社稲城ＢＰＣ
22292 稲城市 有限会社 ⾹取義肢
22293 稲城市 有限会社 有⼒建材
22294 ⽻村市 サザン代⾏
22295 ⽻村市 ゼブラ代⾏⽻村営業所
22296 ⽻村市 ひなた代⾏
22297 ⽻村市 ⻄多摩農業協同組合
22298 ⽻村市 社団法⼈⽻村市シルバー⼈材センター
22299 ⽻村市 社会福祉法⼈東京武尊会特別養護⽼⼈ホーム⽻村園
22300 ⽻村市 ⽇野⾃動⾞株式会社⽻村⼯場
22301 ⽻村市 伊吹⽯油ガス株式会社
22302 ⽻村市 株式会社 島⽥組
22303 ⽻村市 社会福祉法⼈ そよかぜ
22304 ⽻村市 ⽻村市役所
22305 ⽻村市 株式会社 村尾重機
22306 ⽻村市 武陽液化ガス株式会社
22307 ⽻村市 ジャパンプリント株式会社
22308 ⽻村市 ⽻村市⾼齢者在宅サービスセンターいこいの⾥
22309 ⽻村市 株式会社 あじかん⻄多摩営業所
22310 ⽻村市 ⻄多摩⾃動⾞学校
22311 ⽻村市 伊吹住設株式会社



22312 ⽻村市 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ-Car⽻村店
22313 ⽻村市 望⽉建設株式会社
22314 ⽻村市 ワタミ株式会社東京⽻村営業所
22315 ⽻村市 ミネベアプレシジョン株式会社
22316 ⽻村市 ⽇本郵便株式会社 ⽻村郵便局
22317 ⽻村市 （株）ジェイテクト東京⼯場
22318 ⽻村市 株式会社緑測器
22319 ⽻村市 株式会社⽥村⼯務店
22320 ⽻村市 株式会社⼭梨中央銀⾏⽻村⽀店
22321 ⽻村市 株式会社トーエル⻄東京タスクセンター
22322 ⽻村市 株式会社有⽥製作所
22323 ⽻村市 株式会社上野組
22324 ⽻村市 東京都⽔道局⽻村取⽔管理事務所
22325 ⽻村市 ⽇産東京販売株式会社⽻村産業通り店
22326 ⽻村市 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社⻘梅営業所
22327 ⽻村市 にしたま訪問看護ステーション
22328 ⽻村市 株式会社スズキ⾃販南東京アリーナ⽻村
22329 ⽻村市 望星サイエンス株式会社
22330 ⽻村市 医療法⼈社団三秀会⽻村三慶病院
22331 ⽻村市 株式会社 イチカワ
22332 ⽻村市 株式会社 富⼠興業
22333 ⽻村市 鈴⽊⼟建株式会社
22334 ⽻村市 株式会社 ジースペック
22335 ⽻村市 開成住設株式会社
22336 ⽻村市 ⼀建設株式会社 ⻘梅営業所
22337 ⽻村市 中央労働⾦庫⻄多摩⽀店
22338 ⽻村市 トヨタ紡織株式会社東京⼯場
22339 ⽻村市 村野⼩鳩幼稚園
22340 ⽻村市 五ノ神幼稚園
22341 ⽻村市 認定こども園多摩学院幼稚園
22342 ⽻村市 ⽻村善隣幼稚園
22343 ⽻村市 さかえ幼稚園
22344 ⽻村市 株式会社 リスぺクトール在宅看護リハビリテーション
22345 ⽻村市 丸順商事（有）
22346 ⽻村市 サンコー機材（株）⻄多摩⽀店
22347 ⽻村市 （株）五光社
22348 ⽻村市 協同組合多摩給⾷センター
22349 ⽻村市 （株）⼩作造園
22350 ⽻村市 ⽻村設備（株）
22351 ⽻村市 エスアールエス株式会社プロマックス多摩営業所
22352 ⽻村市 ⽻村ケアセンターそよ⾵
22353 ⽻村市 富⼠学院幼稚園
22354 ⽻村市 介護⽼⼈保健施設 葵の園・⽻村



22355 ⽻村市 東邦薬品（株）⽻村営業所
22356 ⽻村市 ⼀般財団法⼈関東電気保安協会多摩事業本部⻄多摩事業所
22357 ⽻村市 ＨondaＣaｒs東京⻄さくらモール⽻村店
22358 ⽻村市 カリモク家具販売（株）
22359 ⽻村市 エヌティオートサービス㈱⽻村サービスセンター
22360 ⽻村市 株式会社ミツウロコヴェッセル⻄東京⽀店
22361 ⽻村市 （有）⻄村商店
22362 ⽻村市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社
22363 ⽻村市 栄晃産業株式会社⽻村営業所
22364 ⽻村市 ⽇電⾼周波（株）
22365 ⽻村市 ダイハツ東京販売株式会社⼩作店
22366 ⽻村市 株式会社ケアクリエイト
22367 ⽻村市 重⾞両⼯業（株）東京⼯場
22368 ⽻村市 中根建設（株）
22369 ⽻村市 （有）正栄商会
22370 ⽻村市 医療法⼈社団 葵会⻄多摩病院
22371 ⽻村市 コスモ精機 株式会社
22372 ⽻村市 東京モータース株式会社
22373 ⽻村市 株式会社 ムサシノキカイ
22374 ⽻村市 カシオ計算機株式会社 ⽻村技術センター
22375 ⽻村市 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 多摩営業所
22376 ⽻村市 佐々⽊管⼯株式会社
22377 ⽻村市 株式会社 伊藤園 ⻘梅⽀店
22378 ⽻村市 ヤマト電機株式会社 ⻄多摩営業所
22379 ⽻村市 株式会社シンセイ
22380 ⽻村市 あいおいニッセイ同和インシュラアランスサービス（株）
22381 ⽻村市 株式会社 ジーテクト
22382 ⽻村市 株式会社 電⼦制御国際
22383 ⽻村市 市村酸素株式会社
22384 ⽻村市 株式会社 カイジョー
22385 ⽻村市 株式会社 サンフードセンター⽻村営業課
22386 ⽻村市 株式会社 櫻興業
22387 ⽻村市 武陽ガス株式会社⽻村供給センター
22388 ⽻村市 株式会社 正栄輸送
22389 ⽻村市 有限会社サンレイ⽻村営業所
22390 ⽻村市 リコージャパン株式会社
22391 ⽻村市 有限会社⽻村商事
22392 ⽻村市 ㈱YAMANAKA多摩⼯場
22393 ⽻村市 ホシザキ東京（株）福⽣営業所
22394 ⽻村市 （株）オオワダ
22395 ⽻村市 武陽交通（有）⼩作駅前営業所
22396 ⽻村市 ⽇本キャタピラー合同会社多摩⽀店
22397 ⽻村市 寿企業株式会社



22398 ⽻村市 有限会社北将建設
22399 ⽻村市 ⽴川精密⼯業（株）
22400 ⽻村市 株式会社 マルダイ建機
22401 ⽻村市 （株）⼋洋 ⽻村営業所
22402 ⽻村市 ⽻加美不動産株式会社
22403 ⽻村市 株式会社 福島屋
22404 ⽻村市 株式会社ロジスポ
22405 ⽻村市 第⼀興産株式会社
22406 ⽻村市 学校法⼈⽻村ルーテル学園ルーテル⽻村幼稚園
22407 ⽻村市 有限会社共栄モータース
22408 ⽻村市 コダマコーポレーション株式会社
22409 ⽻村市 株式会社メディセオ福⽣⽀店
22410 ⽻村市 株式会社オートピア
22411 ⽻村市 医療法⼈社団仁岳会
22412 ⽻村市 明治安⽥⽣命保険相互会社⽴川⽀社 ⽻村営業所
22413 ⽻村市 株式会社セイショウ
22414 ⽻村市 社会福祉法⼈たつの⼦の会
22415 ⽻村市 株式会社 清⼋
22416 ⽻村市 多摩中央信⽤⾦庫⽻村⽀店
22417 ⽻村市 株式会社みとも商会
22418 ⽻村市 誠産業株式会社
22419 ⽻村市 相和産業株式会社
22420 ⽻村市 ⽇本スピードショア株式会社
22421 ⽻村市 オーデリック株式会社 ⽻村⼯場
22422 あきる野市 ファミリー企画
22423 あきる野市 まんぞく代⾏
22424 あきる野市 島⽥産業有限会社
22425 あきる野市 株式会社 あすか
22426 あきる野市 秋川農業協同組合 五⽇市⽀店
22427 あきる野市 有限会社 カネショウ
22428 あきる野市 株式会社 師岡商店
22429 あきる野市 有限会社 沖倉製材所
22430 あきる野市 橋本設備⼯業（株）
22431 あきる野市 警視庁五⽇市警察署
22432 あきる野市 特別養護⽼⼈ホーム福楽園
22433 あきる野市 （株）⾺場組
22434 あきる野市 有限会社望⽉設備⼯業
22435 あきる野市 五⽇市清掃
22436 あきる野市 （株）鈴⽊屋
22437 あきる野市 株式会社 道光建設
22438 あきる野市 秋川農業協同組合五⽇市ファーマーズセンター
22439 あきる野市 株式会社 ⿊茶屋
22440 あきる野市 （有）松村商店



22441 あきる野市 （株）岡部園芸産業
22442 あきる野市 東京消防庁秋川消防署
22443 あきる野市 増⼾保育園
22444 あきる野市 （有）⼭下葬儀社
22445 あきる野市 ⻄野鉄⼯所
22446 あきる野市 秋川幼稚園
22447 あきる野市 特別養護⽼⼈ホームあたご苑
22448 あきる野市 錦江閣
22449 あきる野市 有限会社 マルナカ
22450 あきる野市 あきる野市⾃然休養村養沢センター
22451 あきる野市 明治安⽥⽣命保険相互会社五⽇市営業所
22452 あきる野市 （有）川波
22453 あきる野市 ⾃然休養村 ⼭渓
22454 あきる野市 松村ダスト（有）
22455 あきる野市 社会福祉法⼈ 緑愛会
22456 あきる野市 （株）五⽇市カンツリー倶楽部
22457 あきる野市 特別養護⽼⼈ホーム第⼆紫⽔園
22458 あきる野市 産建株式会社
22459 あきる野市 （株）来住野⼯務店
22460 あきる野市 株式会社 OPS
22461 あきる野市 （有）⼩林⾃動⾞
22462 あきる野市 ⽥邊造園⼟⽊（株）
22463 あきる野市 （有）秋川造園
22464 あきる野市 （有）松本商店
22465 あきる野市 横澤開発⼯業
22466 あきる野市 （株）藤⽥製作所
22467 あきる野市 （株）⽥野倉建設
22468 あきる野市 清⽔⽊材（有）
22469 あきる野市 あきる野市役所五⽇市出張所
22470 あきる野市 株式会社フジワラ技建
22471 あきる野市 医療法⼈社団豊信会 草花クリニック 訪問リハビリテーション
22472 あきる野市 株式会社 三浦屋興業
22473 あきる野市 秋川農業協同組合本店
22474 あきる野市 有限会社松本興業
22475 あきる野市 株式会社マサダ製作所
22476 あきる野市 成友興業株式会社
22477 あきる野市 ⽇本郵便株式会社あきる野郵便局
22478 あきる野市 秋川農業協同組合
22479 あきる野市 株式会社三光
22480 あきる野市 あずみ苑グランデ平沢
22481 あきる野市 秋川農業協同組合経済センター
22482 あきる野市 浦野産業 株式会社
22483 あきる野市 細⾕⽕⼯株式会社



22484 あきる野市 相互産業株式会社多摩営業所
22485 あきる野市 特別養護⽼⼈ホーム 草花苑
22486 あきる野市 ⽴川ゴルフパーク株式会社⽴川国際カントリー倶楽部
22487 あきる野市 東建コーポレーション株式会社あきる野⽀店
22488 あきる野市 株式会社双葉
22489 あきる野市 株式会社イチマツ⾷品
22490 あきる野市 株式会社東京サマーランド
22491 あきる野市 医療法⼈社団豊信会 草花クリニック 訪問看護ステーション
22492 あきる野市 社会福祉法⼈松楓会
22493 あきる野市 株式会社 星医療酸器⻄東京事業所
22494 あきる野市 あきる野翔裕館
22495 あきる野市 株式会社 ⻄多摩住宅サービス
22496 あきる野市 有限会社 丸中建材店
22497 あきる野市 株式会社テクノアップ・ライズ
22498 あきる野市 ダスキンヘルスレント多摩⻄ステーション
22499 あきる野市 梶原鉄筋⼯業株式会社あきる野⼯場
22500 あきる野市 有限会社ティアプラン
22501 あきる野市 村野建設株式会社
22502 あきる野市 有限会社中村重機⼟⽊
22503 あきる野市 株式会社東リースあきる野営業所
22504 あきる野市 株式会社 オマタ
22505 あきる野市 ⼟屋建設株式会社
22506 あきる野市 草花幼稚園
22507 あきる野市 学校法⼈多摩川学園多摩川幼稚園
22508 あきる野市 ほうりんじ幼稚園
22509 あきる野市 すもも⽊幼稚園
22510 あきる野市 秋川⽂化幼稚園
22511 あきる野市 株式会社ホンダ東京⻄あきる野店
22512 あきる野市 東海ステップ株式会社⼋王⼦営業所
22513 あきる野市 （株）⽯川造園
22514 あきる野市 （株）ホシノ
22515 あきる野市 東京⽔道株式会社あきる野管路管理事業所
22516 あきる野市 株式会社 関⼭
22517 あきる野市 （株）岡野組
22518 あきる野市 株式会社タワーライン・ソリューション多摩営業所
22519 あきる野市 あきる野商⼯会
22520 あきる野市 特別養護⽼⼈ホームこもれびの郷
22521 あきる野市 アエラホーム株式会社あきる野店
22522 あきる野市 ⻄多摩霊園
22523 あきる野市 昱株式会社
22524 あきる野市 （株）アーイング
22525 あきる野市 （株）⾼丘組
22526 あきる野市 太⽥屋商店



22527 あきる野市 東京都⽔道局あきる野給⽔事務所
22528 あきる野市 （株）五光建設
22529 あきる野市 ハヤシ産業株式会社
22530 あきる野市 有限会社 ケーエス企業
22531 あきる野市 ニチイケアセンターあきる野
22532 あきる野市 株式会社オーエスサービス
22533 あきる野市 トヨタ⻄東京カローラ株式会社秋川店
22534 あきる野市 社会福祉法⼈鶴⾵会⻄多摩療育⽀援センター
22535 あきる野市 株式会社アイ・シー・エス
22536 あきる野市 ⽇産東京⾃動⾞販売株式会社あきる野店
22537 あきる野市 サンコー機材株式会社秋川⽀店
22538 あきる野市 秋川農業協同組合東秋留⽀店
22539 あきる野市 秋川農業協同組合多⻄⽀店
22540 あきる野市 有限会社 杉⽥燃料店
22541 あきる野市 サンプリーツ株式会社
22542 あきる野市 特別養護⽼⼈ホーム南聖園
22543 あきる野市 社会福祉法⼈あすなろみんなの家
22544 あきる野市 ミライフ株式会社あきる野店
22545 あきる野市 ダイハツ東京販売株式会社あきる野菅⽣センター
22546 あきる野市 多摩信⽤⾦庫秋川⽀店
22547 あきる野市 特別養護⽼⼈ホーム⻨久保園
22548 あきる野市 ダイハツ東京販売株式会社あきる野店
22549 あきる野市 あきる野ケアセンターそよ⾵
22550 あきる野市 公⽴阿伎留医療センター
22551 あきる野市 株式会社 南部燃料
22552 あきる野市 （株）中村建材⼯業
22553 あきる野市 ⼀般社団法⼈ころりん会
22554 あきる野市 学校法⼈ 菅⽣学園
22555 あきる野市 株式会社 吉増製作所
22556 あきる野市 秋⼭⼯業株式会社
22557 あきる野市 マルダイオート株式会社
22558 あきる野市 ⻄東京不動産株式会社
22559 あきる野市 秋留台病院
22560 あきる野市 （株）上坂重機開発
22561 あきる野市 有限会社 ⽯井⼟建
22562 あきる野市 有限会社ベルウッド
22563 あきる野市 株式会社 シムラ
22564 あきる野市 中村酒造
22565 あきる野市 （株）五城建材
22566 あきる野市 株式会社 ネオテック
22567 あきる野市 （有）⼭下⼟建
22568 あきる野市 ⻄武信⽤⾦庫秋川⽀店
22569 あきる野市 ネッツトヨタ多摩（株）あきる野店



22570 あきる野市 プロス⼯業株式会社
22571 あきる野市 公益社団法⼈あきる野市シルバー⼈材センター
22572 あきる野市 ⻄之表⼯業有限会社
22573 あきる野市 株式会社ＴＳＵＣＨＩＹＡ
22574 あきる野市 有限会社 内⽥電気商会
22575 あきる野市 南部商事株式会社
22576 あきる野市 株式会社サンフィールド
22577 あきる野市 多摩中央信⽤⾦庫あきる野⽀店
22578 あきる野市 有限会社 喜多⾒建材興業
22579 あきる野市 株式会社 渡部
22580 あきる野市 成友興業株式会社
22581 あきる野市 ⼤倉企業株式会社
22582 あきる野市 トヨタモビリティ東京株式会社 秋川店
22583 あきる野市 株式会社 ⾼⽊造園
22584 あきる野市 あきる野市役所
22585 あきる野市 ⽇産東京販売株式会社あきる野引⽥店
22586 あきる野市 （有）アキオートサービス
22587 ⻄東京市 ナカムラ防災株式会社
22588 ⻄東京市 東京ガスイズミエナジー株式会社 ⽥無店
22589 ⻄東京市 株式会社 ⽥無⾃動⾞教習所
22590 ⻄東京市 徳永⼯事 株式会社
22591 ⻄東京市 株式会社 鈴興
22592 ⻄東京市 医療法⼈社団時正会佐々総合病院
22593 ⻄東京市 ⻄東京市役所 保⾕庁舎
22594 ⻄東京市 ⼤春建設 株式会社
22595 ⻄東京市 東京スバル株式会社 ⽥無営業所
22596 ⻄東京市 株式会社 保⾕園
22597 ⻄東京市 ⽇本郵便株式会社 ⻄東京郵便局
22598 ⻄東京市 東京みらい農業協同組合⽥無⽀店
22599 ⻄東京市 東京綜合管理株式会社
22600 ⻄東京市 株式会社 橋⽖⼯務店
22601 ⻄東京市 東京⽇産⾃動⾞販売（株）⽥無⻄原店
22602 ⻄東京市 株式会社 伊東設備
22603 ⻄東京市 ⼤⾕建興 株式会社
22604 ⻄東京市 株式会社 尾林造園
22605 ⻄東京市 株式会社ホンダカーズ東京中央ユーセレクト保⾕
22606 ⻄東京市 伏⾒管理サービス株式会社
22607 ⻄東京市 清⽔商事株式会社
22608 ⻄東京市 株式会社 緑清
22609 ⻄東京市 植島植⽊ 有限会社
22610 ⻄東京市 株式会社ゆうしん
22611 ⻄東京市 ⻄東京スポーツセンター株式会社
22612 ⻄東京市 警視庁⽥無警察署



22613 ⻄東京市 リック（株）設備⻄営業所
22614 ⻄東京市 ダイハツ東京販売株式会社東伏⾒店
22615 ⻄東京市 有限会社 岡部造園
22616 ⻄東京市 株式会社 アーネストワン
22617 ⻄東京市 株式会社エイワンプラス
22618 ⻄東京市 株式会社 芝正園
22619 ⻄東京市 トヨタモビリティ東京株式会社レクサス⻄東京
22620 ⻄東京市 株式会社⽩洋舎武蔵野⽀店
22621 ⻄東京市 株式会社東栄住宅
22622 ⻄東京市 社会福祉法⼈ 東京聖新会
22623 ⻄東京市 森下産業株式会社
22624 ⻄東京市 東光電⼦株式会社
22625 ⻄東京市 シチズン時計株式会社
22626 ⻄東京市 新明電材株式会社
22627 ⻄東京市 ㈱ジャストプロジェクト⻄東京事務所
22628 ⻄東京市 株式会社フロンティア⻄東京
22629 ⻄東京市 トヨタモビリティ東京株式会社保⾕本町店
22630 ⻄東京市 株式会社MMコーポレーション
22631 ⻄東京市 東京みらい農業協同組合保⾕⽀店
22632 ⻄東京市 株式会社 ライクス
22633 ⻄東京市 医療法⼈社団東光会⻄東京中央総合病院
22634 ⻄東京市 エコプラザ⻄東京
22635 ⻄東京市 ⻄東京市役所⽥無庁舎
22636 ⻄東京市 株式会社 井荻製作所
22637 ⻄東京市 トヨタモビリティ東京株式会社⽥無芝久保店
22638 ⻄東京市 ⽇産東京販売株式会社武蔵野⽀店
22639 ⻄東京市 タクトホーム株式会社
22640 ⻄東京市 株式会社ユニマットそよ⾵⻄東京ケアセンター そよ⾵
22641 ⻄東京市 トヨタモビリティ東京株式会社Ｕ−Ｃａｒ⻄東京店
22642 ⻄東京市 武蔵野どろんこ保育園
22643 ⻄東京市 株式会社 ミツル
22644 ⻄東京市 中央労働⾦庫⽥無⽀店
22645 ⻄東京市 斎藤商事株式会社
22646 ⻄東京市 トヨタモビリティ東京株式会社⽥無⻄原町店
22647 ⻄東京市 有限会社鈴⽊住建
22648 ⻄東京市 株式会社リライフデイセンター健康クラブ
22649 ⻄東京市 髙橋道路株式会社
22650 ⻄東京市 株式会社藤和ハウス仲介事業部
22651 ⻄東京市 株式会社 星⼯務店
22652 ⻄東京市 社会福祉法⼈ さくらの園
22653 ⻄東京市 株式会社 ⻄部⼟⽊
22654 ⻄東京市 永和電設株式会社
22655 ⻄東京市 ⾕⼾幼稚園



22656 ⻄東京市 明成幼稚園
22657 ⻄東京市 ⽥無いづみ幼稚園
22658 ⻄東京市 ⽥無富⼠⾒幼稚園
22659 ⻄東京市 ⽥無向ヶ丘幼稚園
22660 ⻄東京市 みどりが丘保⾕幼稚園
22661 ⻄東京市 ⽇産東京販売株式会社⽥無店
22662 ⻄東京市 株式会社 ファーレン越⾕Volkswagen⻄東京
22663 ⻄東京市 尾林緑化 株式会社
22664 ⻄東京市 宝樹院幼稚園
22665 ⻄東京市 学校法⼈ ⾅井学園ひなぎく幼稚園
22666 ⻄東京市 東京ガスエネルギー株式会社⻄部⽀社
22667 ⻄東京市 株式会社 アート住宅
22668 ⻄東京市 株式会社 ホンダカーズ東京中央⽥無中央店
22669 ⻄東京市 株式会社  ネンキ
22670 ⻄東京市 奥⼭建設 株式会社
22671 ⻄東京市 株式会社 藤和ハウス 本店
22672 ⻄東京市 株式会社 桧家住宅
22673 ⻄東京市 有限会社 ひばりヶ丘清運
22674 ⻄東京市 稲垣商事株式会社東京⻄部営業所
22675 ⻄東京市 有限会社 武蔵⽯材
22676 ⻄東京市 株式会社 アーネストウイング
22677 ⻄東京市 ⻫藤建設 株式会社
22678 ⻄東京市 三幸建設 株式会社
22679 ⻄東京市 飯能信⽤⾦庫 ⻄東京店
22680 ⻄東京市 学校法⼈誉学園つくし幼稚園
22681 ⻄東京市 株式会社 武蔵野ダスキンムサシノ第⼆⽀店
22682 ⻄東京市 丸義建設 株式会社
22683 ⻄東京市 ⽥中葬祭 株式会社
22684 ⻄東京市 坂⽥電機 株式会社
22685 ⻄東京市 株式会社 トーヨー
22686 ⻄東京市 株式会社 メディセオ武蔵野⽀店
22687 ⻄東京市 トヨタモビリティパーツ㈱東京・⼭梨統括⽀社東京⽀社保⾕営業所
22688 ⻄東京市 フランスベッド株式会社
22689 ⻄東京市 株式会社 ⼋洋 ⻄東京営業所
22690 ⻄東京市 株式会社 幸伸産業
22691 ⻄東京市 トヨタモビリティ東京株式会社保⾕富⼠町店
22692 ⻄東京市 株式会社 ⼭⽥設備⼯業
22693 ⻄東京市 ⽇本フレキ産業 株式会社
22694 ⻄東京市 ⻄東京ケアコミュニティそよ⾵
22695 ⻄東京市 社会福祉法⼈ ⾄誠学舎東京緑寿園
22696 ⻄東京市 東京消防庁⻄東京消防署
22697 ⻄東京市 ㈱ヒガ・インダストリーズドミノピザ保⾕店
22698 ⻄東京市 有限会社 藤⼯業



22699 ⻄東京市 社会福祉法⼈⾄誠学舎東京サンメール尚和
22700 ⻄東京市 ムサシノ製薬 株式会社
22701 ⻄東京市 医療法⼈団体葵会 介護⽼⼈保険施設 葵の園 ひばりが丘
22702 ⻄東京市 株式会社 ホンダカーズ東京中央⽥無北原店
22703 ⻄東京市 医療法⼈ 沖縄徳洲会武蔵野徳洲会病院
22704 ⻄東京市 株式会社 ヒロツー
22705 ⻄東京市 菊池建設 株式会社
22706 ⻄東京市 株式会社 ユカ⻄東京⽀店
22707 ⻄東京市 株式会社 ホンダカーズ東京中央東伏⾒店
22708 ⻄東京市 株式会社 広栄電設
22709 ⻄東京市 社会福祉法⼈ 都⼼会特別養護⽼⼈ホーム 保⾕苑
22710 ⻄東京市 ツクイ⻄東京住吉
22711 ⻄東京市 東京セキスイファミエス株式会社東京⽀店
22712 ⻄東京市 三和建装株式会社
22713 ⻄東京市 株式会社 東仁
22714 ⻄東京市 株式会社関電⼯配電本部武蔵野営業所
22715 ⻄東京市 株式会社 ⽊曽路⽥無店
22716 ⻄東京市 株式会社 協和⽇成⻄東京営業所
22717 ⻄東京市 ダイハツ東京販売株式会社
22718 ⻄東京市 株式会社 イシイ
22719 ⻄東京市 丸益建設株式会社
22720 ⻄東京市 株式会社 関東マツダ武蔵野店
22721 ⻄東京市 フジテック株式会社⽥無サービスセンター
22722 ⻄東京市 株式会社 ⻄武開発ひばりヶ丘店
22723 ⻄東京市 デイサービスセンター遊・⻄東京ALSOK介護株式会社
22724 ⻄東京市 株式会社やまねメディカルなごやかひばりヶ丘
22725 ⻄東京市 三井不動産リアルティ（株）⽥無センター
22726 ⻄東京市 ティーアラウンド株式会社
22727 ⻄東京市 社会福祉法⼈ 悠遊
22728 ⻄東京市 双⽇オートグループジャパン㈱ボルボ・カー⻄東京
22729 ⻄東京市 社会福祉法⼈睦⽉会Life Designむつき
22730 ⻄東京市 社会福祉法⼈睦⽉会LifeDesignあくと
22731 ⻄東京市 ALSOK介護株式会社かたくり福祉⽤具城⻄センター
22732 ⻄東京市 株式会社アールプランナー⻄東京事務所
22733 ⻄東京市 株式会社スバル
22734 ⻄東京市 株式会社りそな銀⾏⽥無⽀店
22735 ⻄東京市 武蔵野⼤学付属幼稚園
22736 ⻄東京市 シルバーワン株式会社
22737 ⻄東京市 株式会社桧家住宅東京⽀社不動産東京営業所
22738 ⻄東京市 株式会社ソリド・ワン
22739 ⻄東京市 株式会社エステートトーワ
22740 ⻄東京市 渡部⼯務店株式会社
22741 ⻄東京市 宮園輸⼊⾞販売株式会社メルセデス・ベンツ⻄東京



22742 ⻄東京市 株式会社荻野
22743 ⻄東京市 株式会社芝建設
22744 ⻄東京市 株式会社オートアベニュー
22745 ⻄東京市 株式会社シンコム東京⻄営業所
22746 ⻄東京市 明治⽜乳宅配サービス⻄東京店
22747 ⻄東京市 多摩住宅サービス株式会社本社
22748 ⻄東京市 株式会社コーリンオート
22749 ⻄東京市 株式会社⽟⽊⼯務店
22750 ⻄東京市 株式会社マイタウン保⾕店
22751 ⻄東京市 朝⽇⽣命保険相互会社武蔵野北営業所
22752 ⻄東京市 岡庭建設株式会社
22753 ⻄東京市 介護⽼⼈保健施設武蔵野徳洲苑
22754 ⻄東京市 淺間保全⼯業株式会社
22755 ⻄東京市 ⼀建設株式会社⻄東京営業所
22756 ⻄東京市 株式会社ワコー通信
22757 ⻄東京市 株式会社ふれあい広場⻄東京⽥無店
22758 ⻄東京市 株式会社砂岡組
22759 ⻄東京市 株式会社横⽥
22760 ⻄東京市 株式会社加賀設備
22761 ⻄東京市 ＮＰＯ法⼈ととろクラブ
22762 ⻄東京市 株式会社ブリッツ
22763 ⻄東京市 株式会社アールエスエス⻄東京
22764 ⻄東京市 特定⾮営利活動法⼈サポートハウス年輪
22765 ⻄東京市 社会福祉法⼈鶴寿会
22766 ⻄東京市 株式会社ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｸﾘｴｲﾄ
22767 ⻄東京市 ⼟地家屋調査⼠法⼈ハル登記測量事務所
22768 ⻄東京市 医療法⼈社団欅会⽥無南⼝クリニック
22769 ⻄東京市 株式会社Five Treesﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ陽だまり
22770 ⻄東京市 ⽵内住設産業株式会社
22771 ⻄東京市 ⽇本ウィール・チェアー株式会社
22772 ⻄多摩郡 ひかり運転代⾏
22773 ⻄多摩郡 桜運転代⾏社
22774 ⻄多摩郡 第Ⅱ桜運転代⾏
22775 ⻄多摩郡 特別養護⽼⼈ホームシルバーコート丹三郎
22776 ⻄多摩郡 熊⾕建設株式会社
22777 ⻄多摩郡 ㈱昭和⽯材⼯業所古⾥鉱業所
22778 ⻄多摩郡 ⼩池建設株式会社
22779 ⻄多摩郡 奥多摩町クリーンセンター
22780 ⻄多摩郡 朝⽇建設株式会社
22781 ⻄多摩郡 有限会社 ⼤澤⼯業所
22782 ⻄多摩郡 奥多摩町役場 消防団担当
22783 ⻄多摩郡 佐久間建設株式会社
22784 ⻄多摩郡 ⼤舘建設⼯業株式会社



22785 ⻄多摩郡 東京都⽔道局⼩河内貯⽔池管理事務所
22786 ⻄多摩郡 奥多摩町役場
22787 ⻄多摩郡 有限会社 井上⼟建
22788 ⻄多摩郡 ⻄東京農業協同組合古⾥⽀店
22789 ⻄多摩郡 東京消防庁 奥多摩消防署
22790 ⻄多摩郡 株式会社 明商 奥多摩事務所
22791 ⻄多摩郡 特別養護⽼⼈ホーム 寿楽荘
22792 ⻄多摩郡 ⼤澤⼟建有限会社
22793 ⻄多摩郡 社会福祉法⼈ ふるさと福祉会東京多摩学園
22794 ⻄多摩郡 特別養護⽼⼈ホーム 琴清苑
22795 ⻄多摩郡 東京都⻄多摩建設事務所奥多摩出張所
22796 ⻄多摩郡 ⼩河内建設株式会社
22797 ⻄多摩郡 東京都森林組合 奥多摩事業所
22798 ⻄多摩郡 東京⽔道株式会社秋留台集中管理室奥多摩事業所
22799 ⻄多摩郡 株式会社メモリアルアート⼤野屋奥多摩霊園管理事務所
22800 ⻄多摩郡 ⽇本郵便株式会社 奥多摩郵便局
22801 ⻄多摩郡 有限会社 正次興業
22802 ⻄多摩郡 奥多摩⼯業株式会社 氷川⼯場
22803 ⻄多摩郡 ⽇原保勝会
22804 ⻄多摩郡 清⽔⼟⽊建設株式
22805 ⻄多摩郡 特別養護⽼⼈ホームグリーンウッド奥多摩
22806 ⻄多摩郡 有限会社 たちばな興業
22807 ⻄多摩郡 公益社団法⼈ 奥多摩町シルバー
22808 ⻄多摩郡 株式会社 勝⼭設備⼯業
22809 ⻄多摩郡 ⻄東京農業協同組合古⾥経済店舗
22810 ⻄多摩郡 株式会社 佐藤建設⼯業
22811 ⻄多摩郡 社会福祉法⼈同愛会⽇の出福祉園
22812 ⻄多摩郡 株式会社 協和⽊⼯所
22813 ⻄多摩郡 ネッツトヨタ多摩 株式会社
22814 ⻄多摩郡 ⽇の出町役場
22815 ⻄多摩郡 秋川農協 ⽇の出⽀店
22816 ⻄多摩郡 樋⼝⽊材（株）
22817 ⻄多摩郡 ⻄多摩コンクリート（株）
22818 ⻄多摩郡 （株）武⽥組
22819 ⻄多摩郡 檜原村役場
22820 ⻄多摩郡 ⽇本ステリ株式会社⽇の出センター
22821 ⻄多摩郡 介護⽼⼈保健施設ウェルピア⽩寿
22822 ⻄多摩郡 ⽇本ステリ株式会社
22823 ⻄多摩郡 特別養護⽼⼈ホーム檜原サナホーム
22824 ⻄多摩郡 藤⾕産業（株）
22825 ⻄多摩郡 株式会社 島⽥
22826 ⻄多摩郡 オークエンジニアリング（株）
22827 ⻄多摩郡 株式会社 ウメダ 三吉野⼯場



22828 ⻄多摩郡 医療法⼈社団 崎陽会⽇の出ヶ丘病院
22829 ⻄多摩郡 ⽇の出通運株式会社
22830 ⻄多摩郡 太平洋マテリアル（株）⻄多摩⼯
22831 ⻄多摩郡 社会福祉法⼈ ほうえい会
22832 ⻄多摩郡 株式会社スイーピングサービス
22833 ⻄多摩郡 ＪＡあきがわエネルギー株式会社
22834 ⻄多摩郡 介護⽼⼈保健施設ファミリート⽇の出
22835 ⻄多摩郡 公益社団法⼈⽇の出町シルバー⼈材センター
22836 ⻄多摩郡 内⼭電機⼯業株式会社⻄東京⽇の出⼯場
22837 ⻄多摩郡 ⾃然休養村さかな園
22838 ⻄多摩郡 社会福祉法⼈ ⼭の⼦会
22839 ⻄多摩郡 ⽇ノ出幼稚園
22840 ⻄多摩郡 社会福祉法⼈泉会⽇ノ出舎
22841 ⻄多摩郡 株式会社相⾺光学
22842 ⻄多摩郡 ⼩澤総業株式会社
22843 ⻄多摩郡 東京都家畜保健衛⽣所
22844 ⻄多摩郡 世紀東急⼯業（株）多摩混合所
22845 ⻄多摩郡 ワタミ株式会社
22846 ⻄多摩郡 株式会社 桜華
22847 ⻄多摩郡 東京都森林組合
22848 ⻄多摩郡 ⽇の出太陽の家
22849 ⻄多摩郡 ボディーショップイトウ株式会社整備⼯場
22850 ⻄多摩郡 ボディーショップイトウ株式会社板⾦⼯場
22851 ⻄多摩郡 （株）ソルプラス
22852 ⻄多摩郡 ⼤久野病院
22853 ⻄多摩郡 特別養護⽼⼈ホーム⽇の出ホーム
22854 ⻄多摩郡 ⽴⽯建設⼯業（株）
22855 ⻄多摩郡 特別養護⽼⼈ホーム 桧原苑
22856 ⻄多摩郡 ⾼⽊建設（株）
22857 ⻄多摩郡 京浜電器⼯業株式会社
22858 ⻄多摩郡 （株）井上⾷品
22859 ⻄多摩郡 ⼩沢建材
22860 ⻄多摩郡 有限会社 吉沢⾃動⾞
22861 ⻄多摩郡 草間⼯業（株）
22862 ⻄多摩郡 特別養護⽼⼈ホーム ⽇の出紫苑
22863 ⻄多摩郡 ⽇の出コンクリート（株）
22864 ⻄多摩郡 株式会社エコワスプラント
22865 ⻄多摩郡 （株）エコワスプラント
22866 ⻄多摩郡 旭建設（株）
22867 ⻄多摩郡 （株）ニチリョク⽇の出⼯場
22868 ⻄多摩郡 （有）⽵⼭設備
22869 ⻄多摩郡 （株）橋本ポンプ⼯業所
22870 ⻄多摩郡 ⽇の出社会福祉協議会



22871 ⻄多摩郡 ⽇の出興業（株）
22872 ⻄多摩郡 旭鉱業（有）
22873 ⻄多摩郡 （有）浅利⼯業
22874 ⻄多摩郡 （有）⾚保⾕鉄⼯業
22875 ⻄多摩郡 株式会社 たまエンドレス
22876 ⻄多摩郡 太平洋プレコン⼯業株式会社
22877 ⻄多摩郡 協同乳業株式会社東京⼯場
22878 ⻄多摩郡 株式会社アクティオ
22879 ⻄多摩郡 特別養護⽼⼈ホーム新清快園
22880 ⻄多摩郡 医療法⼈社団秀仁会介護⽼⼈保健施設⽇の出さくら
22881 ⻄多摩郡 株式会社イナダ
22882 ⻄多摩郡 社会福祉法⼈ 梅の樹会
22883 ⻄多摩郡 南関東⽇野⾃動⾞株式会社瑞穂⽀店
22884 ⻄多摩郡 株式会社オリジン 瑞穂⼯場
22885 ⻄多摩郡 株式会社ココット
22886 ⻄多摩郡 奥多摩⼯業株式会社 瑞穂⼯場
22887 ⻄多摩郡 株式会社 ミズホライン
22888 ⻄多摩郡 株式会社 サン・ホワイト
22889 ⻄多摩郡 東京ヤクルト販売株式会社瑞穂事業所
22890 ⻄多摩郡 株式会社総合整備瑞穂⼯場
22891 ⻄多摩郡 ⼩⼭株式会社多摩事業所
22892 ⻄多摩郡 瑞穂町⼼⾝障害者（児）福祉センターあゆみ
22893 ⻄多摩郡 株式会社ヨシケイ埼⽟⻄多摩営業所
22894 ⻄多摩郡 株式会社ホリコー
22895 ⻄多摩郡 ⿊江⼯業株式会社
22896 ⻄多摩郡 レモンガス株式会社⻄東京⽀店
22897 ⻄多摩郡 ムサシノミート株式会社
22898 ⻄多摩郡 ⻘梅産業株式会社
22899 ⻄多摩郡 コマツカスタマーサポート株式会社
22900 ⻄多摩郡 瑞穂アスコン
22901 ⻄多摩郡 トヨタS＆D⻄東京株式会社瑞穂店
22902 ⻄多摩郡 ⾼瀬塗料株式会社
22903 ⻄多摩郡 ⼾⼤建設⼯業株式会社
22904 ⻄多摩郡 関東化学株式会社
22905 ⻄多摩郡 ダイトロン株式会社
22906 ⻄多摩郡 瑞穂町役場
22907 ⻄多摩郡 藤産業株式会社
22908 ⻄多摩郡 株式会社 ⼤建
22909 ⻄多摩郡 榎本⼯業株式会社
22910 ⻄多摩郡 古川燃料株式会社
22911 ⻄多摩郡 富⼠化学株式会社
22912 ⻄多摩郡 株式会社ジョイフル本⽥リフォーム瑞穂店
22913 ⻄多摩郡 ⻄多摩農業協同組合元狭⼭⽀店



22914 ⻄多摩郡 株式会社DORAL
22915 ⻄多摩郡 福正寺松濤幼稚園
22916 ⻄多摩郡 如意輪幼稚園
22917 ⻄多摩郡 瑞穂のぞみ幼稚園
22918 ⻄多摩郡 （株）IHIビジネスサポート武蔵事業所
22919 ⻄多摩郡 ポルックステクノ株式会社
22920 ⻄多摩郡 株式会社 ＢＫ-ＷＥＳＴ
22921 ⻄多摩郡 有限会社 給⾷センターポイント
22922 ⻄多摩郡 デイサービスセンター不⽼の郷
22923 ⻄多摩郡 ダンロップタイヤ中央株式会社タイヤランド⻘梅
22924 ⻄多摩郡 株式会社エネサンス関東
22925 ⻄多摩郡 有限会社 深⾒⼯業所
22926 ⻄多摩郡 株式会社 エルタ
22927 ⻄多摩郡 社会福祉法⼈ 平成会特別養護⽼⼈ホーム 不⽼の郷
22928 ⻄多摩郡 コマツカスタマーサポート株式会社多摩⽀店
22929 ⻄多摩郡 三和電化株式会社
22930 ⻄多摩郡 斎⻑物産株式会社⻄関東営業所
22931 ⻄多摩郡 新明電材株式会社瑞穂営業所
22932 ⻄多摩郡 株式会社ジョイフル本⽥瑞穂店
22933 ⻄多摩郡 公益財団法⼈ 東京都都市づくり公社 多摩⻄部区画整理事務所
22934 ⻄多摩郡 株式会社KAT
22935 ⻄多摩郡 東成エレクトロビーム株式会社
22936 ⻄多摩郡 （有）丸善産業
22937 ⻄多摩郡 株式会社東リース⽻村営業所
22938 ⻄多摩郡 三菱ふそうトラック・バス㈱南関東ふそう ⻄多摩⽀店
22939 ⻄多摩郡 サコス株式会社
22940 ⻄多摩郡 むさし野紙業株式会社⻄多摩営業所
22941 ⻄多摩郡 ダスキンレントオール瑞穂物流センター
22942 ⻄多摩郡 株式会社ecommit東京営業所
22943 ⻄多摩郡 ⻄多摩農業協同組合瑞穂⽀店
22944 ⻄多摩郡 有限会社いわさきオートラック
22945 ⻄多摩郡 有限会社 池⾕電設
22946 ⻄多摩郡 株式会社宮崎⻄多摩営業所
22947 ⻄多摩郡 ロジスネクスト東京株式会社多摩サービスセンター
22948 ⻄多摩郡 ⽇本分析⼯業株式会社
22949 ⻄多摩郡 株式会社 ⽣出
22950 ⻄多摩郡 株式会社 ⻄部管材
22951 ⻄多摩郡 公益社団法⼈ 瑞穂町シルバー⼈材センター
22952 ⻄多摩郡 株式会社 ⼤正電設
22953 ⻄多摩郡 株式会社ゼロ⻄東京営業所
22954 ⻄多摩郡 株式会社富⼭
22955 ⻄多摩郡 いすず⾃動⾞⾸都圏株式会社瑞穂⽀店
22956 ⻄多摩郡 ⽇本⽡斯株式会社瑞穂営業所



22957 ⻄多摩郡 株式会社桝屋ビジネスサービス
22958 ⻄多摩郡 ＮＫリサイクル株式会社
22959 ⻄多摩郡 株式会社 ⽊村建設第２リサイクル⼯場
22960 ⻄多摩郡 富⼠リネンサプライ株式会社
22961 ⻄多摩郡 株式会社 多摩忠
22962 ⻄多摩郡 社会福祉法⼈ 常盤会特別養護⽼⼈ホームみずほ園
22963 ⻄多摩郡 株式会社 松⽥⼯業所
22964 ⻄多摩郡 明幸⼯業株式会社
22965 ⻄多摩郡 有限会社 川島⼟⽊
22966 ⻄多摩郡 株式会社サム電⼦機械
22967 ⻄多摩郡 三ツ輪産業株式会社
22968 ⻄多摩郡 社会福祉法⼈コロロ学舎
22969 ⻄多摩郡 株式会社プロテック
22970 ⻄多摩郡 中村オートパーツ株式会社福⽣営業所
22971 ⻄多摩郡 社会福祉法⼈あかつきコロニー
22972 ⻄多摩郡 新光電気株式会社
22973 ⻄多摩郡 株式会社 アリヤ⼯業瑞穂⼯場
22974 ⻄多摩郡 垣⾒油化株式会社
22975 ⻄多摩郡 医療法⼈社団久遠会みずほ病院
22976 ⻄多摩郡 株式会社アースリー
22977 ⻄多摩郡 株式会社多摩電業
22978 ⻄多摩郡 アライ電機産業株式会社
22979 ⻄多摩郡 株式会社⽔井装備
22980 ⻄多摩郡 （株）千歳商会
22981 ⻄多摩郡 株式会社 プリモ
22982 ⻄多摩郡 武州交通興業（株）瑞穂営業所
22983 ⻄多摩郡 カートータルショップリップス有限会社
22984 ⻄多摩郡 ＨＭＲ株式会社
22985 ⻄多摩郡 不⼆オフセット（株）
22986 ⻄多摩郡 桑原⼯業株式会社 瑞穂⼯場
22987 ⻄多摩郡 ⽇⽴建機⽇本株式会社多摩営業所
22988 ⻄多摩郡 株式会社ＮＩＡ
22989 ⻄多摩郡 有限会社アシスト
22990 ⻄多摩郡 ⼤和梱包運輸株式会社
22991 ⻄多摩郡 株式会社 ⼤商
22992 ⻄多摩郡 グルンド興機株式会社
22993 ⻄多摩郡 ネッツトヨタ多摩株式会社瑞穂店
22994 ⻄多摩郡 株式会社ことぶき ⻄東京⽀店
22995 ⻄多摩郡 株式会社 トーヨー 瑞穂営業所
22996 ⻄多摩郡 多摩液化ガス株式会社
22997 ⻄多摩郡 株式会社 ガイアート
22998 ⻄多摩郡 永和鉄鋼株式会社
22999 ⼤島町 警視庁⼤島警察署



23000 ⼤島町 伊⾖⼤島⾃動⾞学校
23001 ⼤島町 ⼭⽥建設株式会社
23002 ⼤島町 有限会社 ⼭⼝建設
23003 ⼤島町 ⽩為⼟⽊株式会社
23004 ⼤島町 七島信⽤組合
23005 ⼤島町 株式会社岡⼭商店
23006 ⼤島町 株式会社⽯井組
23007 ⼤島町 （株）⼤島環境管理
23008 ⼤島町 ⽇本郵便株式会社⼤島郵便局
23009 ⼤島町 ＮＴＴ東⽇本−東京⻄ 伊⾖⼤島
23010 ⼤島町 東京都⼤島町役場
23011 ⼤島町 東京都⼤島⽀庁
23012 ⼤島町 株式会社荒⽊組
23013 ⼤島町 ⼀般社団法⼈伊⾖⼤島農業⽣産組
23014 ⼤島町 有限会社江⼝技研
23015 ⼤島町 ホテルくるみや
23016 ⼤島町 ⼤島マリンサービス株式会社
23017 ⼤島町 社会福祉法⼈武蔵野会⼤島恵の園
23018 ⼤島町 朝海館
23019 ⼤島町 東村リゾート株式会社
23020 ⼤島町 ⼩池造園⼟⽊株式会社
23021 ⼤島町 野⽥浜園
23022 ⼤島町 医療法⼈社団 藤清会
23023 ⼤島町 株式会社奥⼭⼯務店
23024 ⼤島町 ⺠宿奥⼭荘
23025 ⼤島町 ホテル⽩岩
23026 ⼤島町 有限会社さかき林産
23027 ⼤島町 株式会社濱⼝建設
23028 ⼤島町 ⽩⽊建設株式会社
23029 ⼤島町 有限会社中部⾃動⾞興業
23030 ⼤島町 喜船
23031 ⼤島町 千葉⽂商店
23032 ⼤島町 上信電気⼯業株式会社
23033 ⼤島町 吉⽥建設株式会社
23034 ⼤島町 有限会社⽩⽯⽯油
23035 ⼤島町 マルヰエナジー株式会社⼤島営業所
23036 ⼤島町 篠原⾃動⾞⼯場
23037 ⼤島町 株式会社シラマキ
23038 ⼤島町 社会福祉法⼈第２⼤島恵の園
23039 ⼤島町 株式会社吉岡⾃動⾞
23040 ⼤島町 ⼤島温泉ホテル
23041 ⼤島町 村松興業株式会社
23042 ⼤島町 株式会社三崎屋商店



23043 ⼤島町 ⼭武建設株式会社
23044 ⼤島町 株式会社⾼⽥⾃動⾞⼯場
23045 ⼤島町 七島⾃動⾞株式会社
23046 ⼤島町 東京電⼒パワーグリッド株式会社⼤島事務所
23047 ⼤島町 株式会社成和
23048 ⼤島町 有限会社⾼梨プロパン
23049 ⼤島町 センチュリーモータースクール
23050 ⼤島町 有限会社港運送
23051 ⼤島町 株式会社⾜⽴建設
23052 ⼤島町 川⼝興業株式会社
23053 ⼤島町 ⼤昌建設株式会社
23054 ⼤島町 海のふるさと村
23055 ⼤島町 社会福祉法⼈椿の⾥
23056 ⼤島町 有限会社平組
23057 ⼤島町 有限会社髙松電気⼯業
23058 ⼤島町 ⺠宿あさの
23059 ⼤島町 株式会社オタリス
23060 ⼤島町 ⺠宿松代荘
23061 ⼤島町 ホテル⾚⾨
23062 ⼤島町 有限会社エム・ケー商会
23063 ⼤島町 有限会社久城造園⼟⽊
23064 ⼤島町 ⼤島技研株式会社
23065 ⼤島町 株式会社カネコ冷熱
23066 ⼤島町 社団法⼈⼤島町シルバー⼈材センター
23067 ⼤島町 有限会社コジマ
23068 ⼤島町 SanouFact株式会社
23069 ⼤島町 有限会社栄代
23070 ⼤島町 東京都島しょ保健所⼤島出張所
23071 ⼤島町 有限会社ジャスティス
23072 ⼤島町 ⼤島町消防本部
23073 ⼤島町 社会福祉法⼈藤倉学園⼤島藤倉学園
23074 ⼤島町 有限会社丸満⼯業
23075 ⼤島町 やすとく
23076 ⼤島町 ツバキ建設株式会社
23077 ⼤島町 五洋建設（株）東京、⼟⽊事務所利島⼯事事務所
23078 ⼤島町 有限会社⽊村電気⽂具店
23079 ⼤島町 東京都島しょ農林⽔産総合センター⼤島事務所
23080 利島村 有限会社⼟屋燃料運送店
23081 利島村 利島建設株式会社
23082 利島村 株式会社共栄建設
23083 利島村 利島村役場
23084 利島村 株式会社TOSHIMA
23085 新島村 新島村役場



23086 新島村 防衛装備庁航空装備研究所新島⽀所
23087 新島村 株式会社 宮川⼯務店
23088 新島村 前⽥建設 株式会社
23089 新島村 株式会社梶野組
23090 新島村 新島物産 株式会社
23091 新島村 株式会社 協同
23092 新島村 株式会社 ⻘沼⼯務店
23093 新島村 新島建材 有限会社
23094 新島村 前抗建設 株式会社
23095 新島村 前⽥コンクリート⼯業 株式会社
23096 新島村 株式会社 新島⼯業所
23097 新島村 警視庁新島警察署
23098 新島村 有限会社 新島燃料店
23099 新島村 東京都⼤島⽀庁 新島出張所
23100 新島村 社会福祉法⼈ 新島はまゆう会新島⽼⼈ホーム
23101 新島村 梅⽥電気設備⼯業 株式会社
23102 新島村 東京電⼒パワーグリッド（株）島興業務センター 新島事務所
23103 新島村 社団法⼈新島村シルバー⼈材センター
23104 新島村 森電機⼯業 有限会社
23105 新島村 三和電設株式会社
23106 新島村 郵便事業株式会社新東京⽀店新島集配センター
23107 新島村 ⼩久保⾃動⾞株式会社
23108 新島村 新島村役場 式根島⽀所
23109 新島村 新島村役場国⺠健康保険本村診療所
23110 新島村 株式会社ＮＴＴ東⽇本東京⻄⽀店伊⾖⼤島サービスセンタ新島担当
23111 神津島村 神津島村役場
23112 神津島村 稲久⼟⽊ 株式会社
23113 神津島村 松本建設 株式会社
23114 神津島村 松江建設 株式会社
23115 神津島村 弁天丸建設 株式会社
23116 神津島村 南島建設 株式会社
23117 神津島村 有限会社 丸甚運送店
23118 神津島村 東京都⼤島⽀庁神津島出張所
23119 神津島村 東京電⼒パワーグリッド（株）島興業務センター 神津島事務所
23120 神津島村 株式会社 鈴⽊⼯務店
23121 神津島村 有限会社 浜川建設
23122 神津島村 社団法⼈神津島村シルバー⼈材センター
23123 神津島村 五洋建設株式会社神津島⼯事事務所
23124 三宅村 三宅村役場
23125 三宅村 東京都三宅⽀庁
23126 三宅村 （株）ＮＴＴ東⽇本−東京サービス運営部
23127 三宅村 （株）佐久間⼯務店
23128 三宅村 警視庁三宅島警察署



23129 三宅村 三宅島建設⼯業（株）
23130 三宅村 有限会社浅沼電機商会
23131 三宅村 三宅島バーディ
23132 三宅村 ⽇本郵便株式会社三宅島郵便局
23133 三宅村 （株）三宅島産興商会
23134 三宅村 （株）三宅島⾃動⾞サービス⼯場
23135 三宅村 （株）平善
23136 三宅村 東京電⼒パワーグリッド（株）東京総⽀社 三宅島事務所
23137 三宅村 （株）⾳丸建設
23138 三宅村 社会福祉法⼈三宅島社会福祉協議会
23139 三宅村 株式会社 彩建設
23140 三宅村 三栄運送有限会社
23141 三宅村 三宅島⾃動⾞運輸（株）
23142 三宅村 有限会社 平善産業
23143 三宅村 ペンション「サントモ」
23144 三宅村 三宅島マリンサービス（株）
23145 三宅村 ホテル「海楽」
23146 三宅村 （有）神和
23147 三宅村 平野⼯業株式会社
23148 三宅村 株式会社 伊⾖緑産
23149 三宅村 社会福祉法⼈三宅島あじさいの会
23150 三宅村 三宅村役場企業課
23151 三宅村 有限会社 カトー⼯芸社
23152 三宅村 五洋建設株式会社三宅島⼯事事務所
23153 三宅村 公益社団法⼈三宅村シルバー⼈材センター
23154 御蔵島村 御蔵島村役場
23155 御蔵島村 御蔵建設（株）
23156 御蔵島村 三宅島建設⼯業（株）御蔵島
23157 ⼋丈町 警視庁⼋丈島警察署
23158 ⼋丈町 東京都⼋丈⽀庁
23159 ⼋丈町 ⼋丈町役場
23160 ⼋丈町 （株）ＮＴＴ東⽇本−南関東
23161 ⼋丈町 東京島しょ農業協同組合⼋丈島⽀店
23162 ⼋丈町 丸勝建設（株）
23163 ⼋丈町 ⾚間建設（株）
23164 ⼋丈町 東京電⼒ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱東京総⽀社島嶼業務ｾﾝﾀｰ⼋丈島事務所
23165 ⼋丈町 平光建設（株）
23166 ⼋丈町 株式会社浅沼組
23167 ⼋丈町 （株）⾚松⾃動⾞
23168 ⼋丈町 ⼋丈島⽣コンクリート（株）
23169 ⼋丈町 ⼋丈島空港ターミナルビル（株）
23170 ⼋丈町 ⼋丈ビューホテル（株）
23171 ⼋丈町 社会福祉法⼈ 養和会



23172 ⼋丈町 秋⽥建設（株）
23173 ⼋丈町 リードホテル＆リゾート株式会社
23174 ⼋丈町 七島信⽤組合⼋丈島⽀店
23175 ⼋丈町 NPO法⼈ちょんこめ会
23176 ⼋丈町 社団法⼈⼋丈町シルバー⼈材センター
23177 ⼋丈町 ⼋丈万有（株）⼋丈ストア
23178 ⼋丈町 菊次建設（株）
23179 ⼋丈町 ⼋丈交通オートサービス株式会社
23180 ⼋丈町 五洋建設（株）⼋丈島⼯事事務所
23181 ⼋丈町 （株）⼤勝組
23182 ⼋丈町 ㈱⼋丈島⾃動⾞整備⼯場
23183 ⼋丈町 （株）松代⾃動⾞⼯場
23184 ⼋丈町 （株）今関商会
23185 ⼋丈町 （有）アサギク
23186 ⼋丈町 （株）間仁⽥建設
23187 ⼋丈町 （株）佐々⽊住設
23188 ⼋丈町 ⽇本郵便株式会社 三根郵便局
23189 ⼋丈町 （有）沖⼭興業
23190 ⼋丈町 （株）⽥中建設
23191 ⼋丈町 沖⼭産機（株）
23192 ⼋丈町 ⼋丈電設センター（株）
23193 ⼋丈町 ⾼橋建設（有）
23194 ⼋丈町 （有）峯元電気
23195 ⼋丈町 （有）沖⼭設備
23196 ⼋丈町 （株）護神
23197 ⼋丈町 株式会社⼋丈給油所
23198 ⼋丈町 （株）阪上
23199 ⼋丈町 畑⾒⾃動⾞整備⼯場
23200 ⼋丈町 沖重建設（株）
23201 ⼋丈町 ⼋丈マリンサービス株式会社
23202 ⼋丈町 株式会社 勝電技研
23203 ⼋丈町 有限会社 おくやま建設
23204 ⼋丈町 有限会社⼋⽣建設
23205 ⼋丈町 株式会社⼋丈島富⼠電化センター
23206 ⼋丈町 株式会社根本電設
23207 ⼋丈町 株式会社あさぬま商店
23208 ⼋丈町 東京都島しょ農林⽔産総合センター⼋丈事業所
23209 ⻘ヶ島村 ⻘ヶ島総合開発（株）
23210 ⻘ヶ島村 （有）⻘ヶ島整備⼯場
23211 ⻘ヶ島村 五洋建設㈱東京⼟⽊⽀店⻘ヶ島⼯事事務所
23212 ⻘ヶ島村 広江建設（株）
23213 ⻘ヶ島村 ⻘ヶ島村役場
23214 ⼩笠原村 ⼩笠原村役場



23215 ⼩笠原村 東京都⼩笠原⽀庁
23216 ⼩笠原村 海上⾃衛隊⽗島基地分遣隊
23217 ⼩笠原村 杉⽥建設興業（株）⼩笠原⽀店
23218 ⼩笠原村 有限会社ﾊﾟﾊﾟｽﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ
23219 ⼩笠原村 五洋建設株式会社⼩笠原⼯事事務所
23220 ⼩笠原村 有限会社⼩笠原整備⼯場
23221 ⼩笠原村 前⽥道路（株）⼩笠原営業所
23222 ⼩笠原村 太平洋建設株式会社
23223 ⼩笠原村 （株）品川建設
23224 ⼩笠原村 ⼤昭産業（株）
23225 ⼩笠原村 株式会社恵興⼩笠原営業所
23226 ⼩笠原村 ⼩笠原グリーン株式会社
23227 ⼩笠原村 海上⾃衛隊硫⻩島航空基地隊
23228 ⼩笠原村 ⼩笠原村役場⺟島⽀所
23229 ⼩笠原村 ⽇章建設株式会社
23230 ⼩笠原村 ㈱ナイス・パワー・テクノ
23231 ⼩笠原村 三徳建設株式会社
23232 ⼩笠原村 ときわ（株）
23233 ⼩笠原村 （有）⼩祝商店
23234 ⼩笠原村 （株）オーシーエフ
23235 ⼩笠原村 警視庁⼩笠原警察署
23236 ⼩笠原村 ⼩笠原建設 有限会社
23237 ⼩笠原村 東京島しょ農業共同組合⼩笠原⽗島⽀店
23238 ⼩笠原村 岡本建設（有）
23239 ⼩笠原村 東京電⼒パーワーグリッド（株）⼩笠原事務所
23240 ⼩笠原村 ⽇章建設株式会社
23241 ⼩笠原村 株式会社⼩笠原サービス
23242 ⼩笠原村 ⼩笠原興発株式会社
23243 ⼩笠原村 杉⽥建設興業株式会社⺟島⽀店
23244 ⼩笠原村 有限会社 南洋植⽊
23245 ⼩笠原村 東京都⼩笠原⽀庁⺟島出張所
23246 ⼩笠原村 ⼩笠原総合事務所
23247 ⼩笠原村 有限会社フローラ
23248 ⼩笠原村 ⼩笠原村役場（村営バス）
23249 ⼩笠原村 ⼩笠原観光有限会社
23250 ⼩笠原村 有限会社フローラ 運輸事業部
23251 ⼩笠原村 社会福祉法⼈明⽼会
23252 ⼩笠原村 株式会社ＮＴＴ東⽇本−南関東⼩笠原⽗島サービスセンター
23253 ⼩笠原村 ⼩笠原アイランズ農業協同組合⺟島⽀店


