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40000054 市内 青木家具インテリア ｱｵｷｶｸﾞｲﾝﾃﾘｱ 栃木県下野市上大領３１７－７ 青木　伸
40001770 市内 アシストワークス ｱｼｽﾄﾜｰｸｽ 栃木県下野市本吉田７６３－１ 田口　雅男
40000004 市内 （有）石橋庭苑 ｲｼﾊﾞｼﾃｲｴﾝ 栃木県下野市橋本５３５ 上野　政之
40001647 市内 （有）上野園 ｳｴﾉｴﾝ 栃木県下野市上古山８８４ 上野　研二
40001603 市内 エネライフ下野合同会社 ｴﾈﾗｲﾌｼﾓﾂｹｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬ 栃木県下野市下石橋７３４ 髙山　忠則
40000061 市内 （有）海老原自動車 ｴﾋﾞﾊﾗｼﾞﾄﾞｳｼｬ 栃木県下野市駅東１－１４－１７ 海老原　智雄
40000059 市内 （有）エム・ジーケー ｴﾑｼﾞｰｹｰ 栃木県下野市本吉田７６３－８ 佐藤　光江
40001504 市内 （有）桜花建設 ｵｳｶｹﾝｾﾂ 栃木県下野市国分寺５１０ 近藤　勘偉
40000051 市内 （有）大橋モータース ｵｵﾊｼﾓｰﾀｰｽ 栃木県下野市下古山７０ 大橋　明
40000027 市内 岡本建設（株） ｵｶﾓﾄｹﾝｾﾂ 栃木県下野市小金井１－３－１ 岡本　忠士
40000041 市内 川中子自動車販売（有） ｶﾜﾅｺﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 栃木県下野市川中子３３２８－７４ 鈴木　悦行
40000070 市内 川俣電設（株） ｶﾜﾏﾀﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県下野市仁良川１６５７－２４ 川俣　宜美
40000013 市内 晃大（株） ｺｳﾀﾞｲ 栃木県下野市薬師寺３３１１－３７ 須藤　アキヱ
40000026 市内 （有）小林 ｺﾊﾞﾔｼ 栃木県下野市下古山２３３４ 小林　信雄
40000023 市内 （有）佐藤電気 ｻﾄｳﾃﾞﾝｷ 栃木県下野市柴４５６－３ 佐藤　昭
40000032 市内 （株）サニーハウス・アダチ ｻﾆｰﾊｳｽ･ｱﾀﾞﾁ 栃木県下野市小金井３００９－６１ 安達　祐介
40000019 市内 三栄興業（株） ｻﾝｴｲｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市東前原１６１－１ 石田　雄亮
40000024 市内 （株）スガマタ ｽｶﾞﾏﾀ 栃木県下野市石橋８３９－３ 小野澤　康
40000049 市内 鈴木自動車整備工場 ｽｽﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｺｳｼﾞｮ 栃木県下野市笹原１０８－７ 鈴木　裕之
40000009 市内 （株）須藤工業 ｽﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市下坪山１４７５ 須藤　茂
40000044 市内 （有）須藤モータース ｽﾄｳﾓｰﾀｰｽ 栃木県下野市小金井１２１－１ 須藤　良透
40000039 市内 （株）スマイテック ｽﾏｲﾃｯｸ 栃木県下野市祇園５－８－２　Ａ－１０２ 関　信五
40001726 市内 （株）スマイテックアルファ ｽﾏｲﾃｯｸｱﾙﾌｧ 栃木県下野市石橋５２７－５ 三田　淳一
40000052 市内 （株）髙山春吉商店 ﾀｶﾔﾏﾊﾙｷﾁｼｮｳﾃﾝ 栃木県下野市石橋３２２ 髙山　忠則
40000072 市内 （株）多田電工 ﾀﾀﾞﾃﾞﾝｺｳ 栃木県下野市石橋２８４ 多田　寛
40000018 市内 （有）タテノ ﾀﾃﾉ 栃木県下野市小金井１３２ 釜井　孝明
40000008 市内 （有）田中造園土木 ﾀﾅｶｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 栃木県下野市柴１９９－１２ 田中　功夫
40000014 市内 （株）竹葉建設 ﾁｸﾖｳｹﾝｾﾂ 栃木県下野市柴１０８７ 大橋　光明
40000038 市内 （有）ツノダ ﾂﾉﾀﾞ 栃木県下野市石橋３１４ 津野田　行将
40000062 市内 ニエダデンキ ﾆｴﾀﾞﾃﾞﾝｷ 栃木県下野市駅東４－１０－７ 贄田　武一
40000035 市内 （有）はまの呉服店 ﾊﾏﾉｺﾞﾌｸﾃﾝ 栃木県下野市石橋２２６－１ 濱野　吉弘
40000010 市内 （株）ピ－シ－シ－ ﾋﾟｰｼｰｼｰ 栃木県下野市石橋７９５－９ 横田　敏弘
40000015 市内 フラワーギャラリー彩花 ﾌﾗﾜｰｷﾞｬﾗﾘｰｻｲｶ 栃木県下野市祇園３－１－１　ミラパセオ自治医大プラザ５鶴見　隆
40001680 市内 （株）前田工業 ﾏｴﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市中大領３０８－２ 前田　光之 学研代理店　（株）前田工業 栃木県宇都宮市川俣町４５７－１ 前田　貴之
40000028 市内 （株）前原土建 ﾏｴﾊﾗﾄﾞｹﾝ 栃木県下野市上大領３０－２ 前原　正義
40000071 市内 三笠防水工業（有） ﾐｶｻﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市上古山３４６ 野澤　正夫
40000003 市内 （株）山本造園土木 ﾔﾏﾓﾄｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 栃木県下野市緑２－９－１ 山本　幸雄
40000057 市内 吉栄工業（株） ﾖｼｴｲｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市柴１０４１－２ 吉田　亘
40000006 市内 葭葉設備工業（株） ﾖｼﾊﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市下坪山１６７９ 葭葉　英幸
40000007 市内 若林商店 ﾜｶﾊﾞﾔｼｼｮｳﾃﾝ 栃木県下野市小金井４－４－５ 若林　博美
40000040 市内 ワタナベ電器 ﾜﾀﾅﾍﾞﾃﾞﾝｷ 栃木県下野市駅東４－６－２６ 渡邊　吉一
40001071 準市内 伊藤商事（株） ｲﾄｳｼｮｳｼﾞ 栃木県小山市羽川４８６－２ 板橋　智 伊藤商事（株）　下野営業所 栃木県下野市石橋７０１－５ 星野　一弘
40001632 準市内 （株）三条工測 ｻﾝｼﾞｮｳｺｳｿｸ 栃木県小山市羽川５０５－１ 横山　義見 （株）三条工測　下野支店 栃木県下野市駅東２－３－２４ 松野　次雄
40000030 準市内 ニチレキ（株） ﾆﾁﾚｷ 東京都千代田区九段北４－３－２９ 小幡　学 ニチレキ（株）　栃木営業所 栃木県下野市柴２７２ 中川　成生
40000047 準市内 （株）半沢製作所 ﾊﾝｻﾞﾜｾｲｻｸｼｮ 東京都台東区浅草１－２－３ 半澤　秀彦 （株）半沢製作所　ルビックス事業部 栃木県下野市仁良川１６７９－４ 半澤　秀彦
40000025 準市内 （株）メディセオ ﾒﾃﾞｨｾｵ 東京都中央区八重洲２－７－１５ 長福　恭弘 （株）メディセオ　小山支店 栃木県下野市医大前４－４－２ 武島　尚之
40001004 管内 （有）あおきスポーツ ｱｵｷｽﾎﾟｰﾂ 栃木県小山市乙女２－１３－１４ 青木　正人
40001712 管内 アクリーグ（株） ｱｸﾘｰｸﾞ 栃木県小山市大字外城８１－９ 磯山　貴志
40001284 管内 （株）アスライブ ｱｽﾗｲﾌﾞ 栃木県小山市粟宮１－９－９ 荒井　不二夫
40001163 管内 （株）アスワン ｱｽﾜﾝ 栃木県栃木市樋ノ口町字綾川東６８－１ 若菜　克友
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40001204 管内 安納スポーツ ｱﾝﾉｳｽﾎﾟｰﾂ 栃木県下都賀郡壬生町大師町２１－４ 安納　慶太
40001752 管内 （株）ＥＱクリエイト ｲｰｷｭｰｸﾘｴｲﾄ 栃木県小山市城北６－４－１３　亜季第二ビル２Ｆ日向野　英樹
40001608 管内 （株）飯塚洋服店 ｲｲﾂﾞｶﾖｳﾌｸﾃﾝ 栃木県栃木市入舟町４－７ 町田　一郎
40001306 管内 （有）イズミコーポレーション ｲｽﾞﾐｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 栃木県下都賀郡壬生町大師町２２－１ 山中　一司
40001273 管内 荏原実業（株） ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳ 東京都中央区銀座７－１４－１ 吉田　俊範 荏原実業（株）　栃木事務所 栃木県小山市駅南町２－１４－１７ 小堀　良昭
40001214 管内 （株）オオノ楽器 ｵｵﾉｶﾞｯｷ 栃木県栃木市薗部町１－１８－１０ 大野　孝
40001457 管内 ＯＢＳアシュア（株） ｵｰﾋﾞｰｴｽｱｼｭｱ 栃木県小山市若木町２－１３－３０ 杉本　浩一
40001131 管内 カントー防災設備（株） ｶﾝﾄｰﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ 栃木県小山市宮本町２－１－４３ 田村　友則
40001715 管内 ケーブルテレビ（株） ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 栃木県栃木市樋ノ口町４３－５ 髙田　光浩
40001578 管内 コカ・コーラボトラーズジャパン（株） ｺｶｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 東京都港区赤坂９－７－１ カリン・ドラガン コカ・コーラボトラーズジャパン（株）栃木支店　小山駐在栃木県小山市粟宮１５２８ 五百川　浩之
40001142 管内 （株）コジマ ｺｼﾞﾏ 栃木県宇都宮市星が丘２－１－８ 中澤　裕二 （株）コジマ　コジマ×ビックカメラ小山店 栃木県小山市駅南町６－１３－４ 秋山　一博
40001465 管内 コマツ栃木（株） ｺﾏﾂﾄﾁｷﾞ 栃木県宇都宮市平出工業団地３８－１２ 齊藤　茂 コマツ栃木（株）　小山支店 栃木県小山市横倉新田４００ 海老島　敏之
40001771 管内 （株）菜匠 ｻｲｼｮｳ 栃木県小山市楢木２７５－１２ 尾村　敦司 （株）菜匠　営業本部 栃木県小山市下河原田９５４ 佐立　浩保
40001601 管内 （株）サイトウ ｻｲﾄｳ 栃木県小山市出井３２－７ 篠崎　邦雄
40001221 管内 サンケイ技研（株） ｻﾝｹｲｷﾞｹﾝ 栃木県小山市松沼１０３５－６ 麻生　信吾
40001200 管内 （株）サンスポーツ ｻﾝｽﾎﾟｰﾂ 栃木県小山市乙女１－１２－６ 海老沼　伸夫
40001082 管内 （有）島田防災設備 ｼﾏﾀﾞﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ 栃木県栃木市国府町１６８－７ 島田　吉益
40001512 管内 （株）進駸堂楽器 ｼﾝｼﾝﾄﾞｳｶﾞｯｷ 栃木県小山市東城南４－３１－６ 坂田　肇
40001270 管内 （株）進駸堂販売 ｼﾝｼﾝﾄﾞｳﾊﾝﾊﾞｲ 栃木県小山市城東１－７－３６ 渡辺　順一
40001016 管内 すずき出版小山販売 ｽｽﾞｷｼｭｯﾊﾟﾝｵﾔﾏﾊﾝﾊﾞｲ 栃木県小山市喜沢１２３０－５ 千葉　左近
40001319 管内 （株）ダイサン小山 ﾀﾞｲｻﾝｵﾔﾏ 栃木県小山市若木町１－２３－４ 岩澤　一成
40001576 管内 （株）ダイドードリンコサービス関東 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺｻｰﾋﾞｽｶﾝﾄｳ 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち３－４－２５杉山　竜一
40000067 管内 （株）武井工業所 ﾀｹｲｺｳｷﾞｮｳｼｮ 茨城県石岡市若松１－３－２６ 武井　厚 （株）武井工業所　西関東営業部 栃木県下野市柴１０－１ 岡本　仁
40001518 管内 （株）ＴＰＡ ﾃｨﾋﾟｨｴｰ 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁１１２－６ 吉田　義弘
40001045 管内 （株）東光高岳 ﾄｳｺｳﾀｶｵｶ 東京都江東区豊洲５－６－３６ 一ノ瀬　貴士 （株）東光高岳　北関東営業所 栃木県小山市中久喜１４４０ 礒　一彦
40001634 管内 東邦薬品（株） ﾄｳﾎｳﾔｸﾋﾝ 東京都世田谷区代沢５－２－１ 馬場　明 東邦薬品（株）　栃木営業所 栃木県栃木市樋ノ口町４９－６ 田口　芳弘
40001554 管内 トーアン（株） ﾄｰｱﾝ 福島県郡山市待池台１－５５ー３７ 神事　潤三 トーアン（株）　北関東営業所 栃木県鹿沼市茂呂６２５－２ 熊田　憲一
40001067 管内 （株）栃木シンコー ﾄﾁｷﾞｼﾝｺｰ 栃木県栃木市大宮町２６２８－７ 金子　宗弘
40000022 管内 栃木日産自動車販売（株） ﾄﾁｷﾞﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 栃木県宇都宮市不動前５－１－２９ 小平　雅久 栃木日産自動車販売（株）　自治医大店 栃木県下野市笹原３０－１ 渡辺　和浩
40001038 管内 栃木日野自動車（株） ﾄﾁｷﾞﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬ 栃木県宇都宮市横田新町１－４５ 小平　和正 栃木日野自動車（株）　小山営業所 栃木県小山市鉢形１０３３－３ 廣瀬　有一朗
40001617 管内 （有）永見厨房サービス ﾅｶﾞﾐﾁｭｳﾎﾞｳｻｰﾋﾞｽ 栃木県栃木市大宮町１６５８ 永見　良二
40001352 管内 （有）ナカムラ ﾅｶﾑﾗ 栃木県小山市花垣町１－１３－１ 中村　正盛
40001105 管内 （有）二中堂 ﾆﾁｭｳﾄﾞｳ 栃木県小山市天神町１－８－１４ 岸　利行
40000068 管内 日本キャタピラー合同会社 ﾆｯﾎﾟﾝｷｬﾀﾋﾟﾗｰｺﾞｳﾄﾞｳ 東京都中野区本町１－３２－２　ハーモニータワー本田　博人 日本キャタピラー合同会社　栃木営業所 栃木県下野市下古山３３３２ 森田　半
40001382 管内 （株）のぐち ﾉｸﾞﾁ 栃木県小山市西城南５－３１－５ 野口　起生
40001097 管内 原木屋産業（株） ﾊﾗｷﾔｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県栃木市都賀町木２７ 中島　健
40001427 管内 （有）福田観光社 ﾌｸﾀﾞｶﾝｺｳｼｬ 栃木県下都賀郡壬生町通町９－２８ 阿部倫子
40001459 管内 藤田エンジニアリング（株） ﾌｼﾞﾀｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 群馬県高崎市飯塚町１１７４－５ 藤田　実 藤田エンジニアリング（株）　栃木支店 栃木県栃木市河合町８－１６ 松村　勲
40001320 管内 ホシザキ北関東（株） ﾎｼｻﾞｷｷﾀｶﾝﾄｳ 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３６ 遠藤　厚 ホシザキ北関東（株）　小山営業所 栃木県小山市城東１－３－８ 田辺　篤史
40001607 管内 ミドリ安全栃南（株） ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝﾄﾁﾅﾝ 栃木県小山市東城南４－３４－４ 福岡　隆夫
40001332 管内 （株）ヤマダ電機 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 群馬県高崎市栄町１－１ 三嶋　恒夫 （株）ヤマダ電機　小山営業所 栃木県小山市駅東通り２－３－８ 岩坂　孝司
40001343 管内 リコージャパン（株） ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 東京都港区芝３－８－２ 坂主　智弘 リコージャパン（株）　栃木支社　ＬＡ営業部 栃木県小山市城北３－２０－１２ 下村　浩之
40001119 管内 （株）レンタルのニッケン ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ 東京都千代田区永田町２－１４－２ 浦野　輝虎 （株）レンタルのニッケン　小山営業所 栃木県小山市中久喜字西山１４１３－１ 西浦　賢
40001403 管内 （資）渡辺商店 ﾜﾀﾅﾍﾞｼｮｳﾃﾝ 栃木県小山市喜沢１３９４ 渡辺　圭一
40001346 県内 （有）アイサポート ｱｲｻﾎﾟｰﾄ 栃木県宇都宮市平松本町７９７－３ 佐久間　芳裕
40001259 県内 （株）愛全重車輌 ｱｲｾﾞﾝｼﾞｭｳｼｬﾘｮｳ 栃木県宇都宮市平出町１０４４－１ 森野　良幸
40001193 県内 （株）アイバ ｱｲﾊﾞ 栃木県宇都宮市問屋町３４１３－５４ 梅宮　利光
40001371 県内 （株）アイホー ｱｲﾎｰ 愛知県豊川市白鳥町防入６０ 寺部　良洋 （株）アイホー　栃木営業所 栃木県宇都宮市兵庫塚３－３９－１４－１０１ 高津　匡司
40001379 県内 （株）アクティオ ｱｸﾃｨｵ 東京都中央区日本橋３－１２－２　朝日ビルヂング７Ｆ小沼　直人 （株）アクティオ　宇都宮南営業所 栃木県河内郡上三川町上蒲生２１３４－７ 佐藤　宏昭
40001773 県内 （株）アクティチャレンジ ｱｸﾃｨﾁｬﾚﾝｼﾞ 栃木県宇都宮市西川田６－６－２１ 中村　雄三
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40001407 県内 （有）アクティブ・ステージ・ジャパン ｱｸﾃｨﾌﾞｽﾃｰｼﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 栃木県宇都宮市平松本町３４５－１グランドォール宇都宮Ⅱ１０２川崎　礼子
40001471 県内 （株）あしぎん総合研究所 ｱｼｷﾞﾝｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 栃木県宇都宮市鶴田１－７－５ 荒井　大
40001080 県内 （株）アマガイ ｱﾏｶﾞｲ 栃木県宇都宮市東簗瀬１－３０－８ 天海　弘泰
40000531 県内 天川商事（株） ｱﾏｶﾜｼｮｳｼﾞ 栃木県宇都宮市富士見が丘４－９－１１ 天川　主税
40001360 県内 アマノ（株） ｱﾏﾉ 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５ 津田　博之 アマノ（株）　宇都宮支店 栃木県宇都宮市簗瀬町２５６７‐６ 溝上　真史
40001026 県内 荒牧空調工業（株） ｱﾗﾏｷｸｳﾁｮｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県さくら市卯の里１－１２－９ 荒牧　州弘
40001202 県内 石川産業（株） ｲｼｶﾜｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県真岡市伊勢崎４３１ 石川　昌弘
40001315 県内 （株）石川測機 ｲｼｶﾜｿｯｷ 栃木県宇都宮市若草４－２５－１０ 石川　和重
40001612 県内 （有）イシザキスポーツ ｲｼｻﾞｷｽﾎﾟｰﾂ 栃木県宇都宮市中央２－１－２ 石崎　照雄
40001769 県内 （株）井上総合印刷 ｲﾉｳｴｿｳｺﾞｳｲﾝｻﾂ 栃木県宇都宮市岩曽町１３５５ 井上　加容子
40001435 県内 （株）イノマタ ｲﾉﾏﾀ 栃木県宇都宮市鶴田町１５０４ 猪俣　裕一
40001462 県内 （有）印刷親友社 ｲﾝｻﾂｼﾝﾕｳｼｬ 栃木県宇都宮市瑞穂３－９－１１ 山崎　健夫
40001442 県内 （株）ウォーターエージェンシー ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 東京都新宿区東五軒町３－２５ 榊原　秀明 （株）ウォーターエージェンシー　栃木オペレーションセンター栃木県宇都宮市西１－５－２６ 金子　良則
40001130 県内 （有）宇治川商事 ｳｼﾞｶﾞﾜｼｮｳｼﾞ 栃木県宇都宮市南一の沢町２－３９ 宇治川　昭
40001018 県内 宇都宮徽章製作所 ｳﾂﾉﾐﾔｷｼｮｳｾｲｻｸｼﾞｮ 栃木県宇都宮市松が峰１－３－７ 竹谷　明美
40001318 県内 宇都宮塩元売捌（株） ｳﾂﾉﾐﾔｼｵﾓﾄｳﾘｻﾊﾞｷ 栃木県宇都宮市元今泉６－２－４ 清水　昭憲
40001281 県内 宇都宮電子（株） ｳﾂﾉﾐﾔﾃﾞﾝｼ 栃木県宇都宮市御幸ケ原町４４－１６ 上吉原　均
40001420 県内 宇都宮塗料工業（株） ｳﾂﾉﾐﾔﾄﾘｮｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市氷室町１７０７－３ 宇都宮　綾
40001410 県内 （株）宇都宮舞台サービス ｳﾂﾉﾐﾔﾌﾞﾀｲｻｰﾋﾞｽ 栃木県河内郡上三川町上蒲生７４０－５ 龍福　孝明
40001032 県内 ＮＥＣフィールディング（株） ｴﾇｲｰｼｰﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 東京都港区三田１－４－２８ 鈴木　浩 ＮＥＣフィールディング（株）　宇都宮支店 栃木県宇都宮市陽東８－２－３ 谷野宮　博
40001648 県内 （株）ＮＴＴドコモ ｴﾇﾃｨﾃｨﾄﾞｺﾓ 東京都千代田区永田町２－１１－１　山王パークタワー井伊　基之 （株）ＮＴＴドコモ　栃木支店 栃木県宇都宮市大通り２－４－３ジブラルタ生命宇都宮大通りビル２階野沢　千晶
40001721 県内 （株）ＦＳ・ジャパン ｴﾌｴｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 栃木県宇都宮市城南３－１－５ 木村　勇一
40001205 県内 （株）大塚商会 ｵｵﾂｶｼｮｳｶｲ 東京都千代田区飯田橋２－１８－４ 大塚　裕司 （株）大塚商会　宇都宮支店 栃木県宇都宮市東宿郷４－１－１１ 宮下　幸夫
40001074 県内 大橋総設工業（株） ｵｵﾊｼｿｳｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 栃木県大田原市住吉町２－４－２４ 大橋　保
40001330 県内 （株）オオミヤ ｵｵﾐﾔ 栃木県宇都宮市宝木本町２２９６－１１ 大宮　航
40001260 県内 （株）落合東光園 ｵﾁｱｲﾄｳｺｳｴﾝ 栃木県河内郡上三川町川中子９２１ 落合　功
40001523 県内 （有）オンダ楽器 ｵﾝﾀﾞｶﾞｯｷ 栃木県佐野市若松町９０ 恩田　勉
40001068 県内 （株）釜屋 ｶﾏﾔ 栃木県宇都宮市中今泉３－１１－１ 小林　孝臣
40001636 県内 神谷建設（株） ｶﾐﾔｹﾝｾﾂ 栃木県鹿沼市府中町３８３ 神谷　雄大 神谷建設（株）　プレハブ事業部 栃木県鹿沼市府中町３８３ 花塚　伸二
40001494 県内 （株）河合楽器製作所 ｶﾜｲｶﾞｯｷｾｲｻｸｼｮ 静岡県浜松市寺島町２００ 河合　弘隆 （株）河合楽器製作所　宇都宮店 栃木県宇都宮市陽東６－４－２０ 久住　圭一
40001104 県内 （株）川合ネームプレート製作所 ｶﾜｲﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄｾｲｻｸｼｮ 栃木県那須塩原市石林３１８－１ 小林　弘幸
40001550 県内 環境整備（株） ｶﾝｷｮｳｾｲﾋﾞ 栃木県宇都宮市岩曽町１３３３ 辻中　昭彦
40001746 県内 （株）環境生物化学研究所 ｶﾝｷｮｳｾｲﾌﾞﾂｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼ 栃木県那須郡那珂川町北向田２３１－２ 久我　和之
40001184 県内 （株）カンセキ ｶﾝｾｷ 栃木県宇都宮市西川田本町３－１－１ 大田垣　一郎
40001157 県内 関東インフォメーションマイクロ（株） ｶﾝﾄｳｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾏｲｸﾛ 栃木県宇都宮市野沢町６０２－２ 五十畑　嘉
40001034 県内 関東情報（株） ｶﾝﾄｳｼﾞｮｳﾎｳ 栃木県宇都宮市野沢町３７２－１４ 押久保　欣久
40001763 県内 関東ホーチキ（株） ｶﾝﾄｳﾎｰﾁｷ 群馬県高崎市東町１７２－１６ 久保塚　洋一 関東ホーチキ（株）　北関東支社 栃木県宇都宮市岩曽町１３９４－１ 青山　隆
40001246 県内 （株）キガ ｷｶﾞ 栃木県宇都宮市平出町１０４３－３ 森野　良幸
40001188 県内 北関東綜合警備保障（株） ｷﾀｶﾝﾄｳｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 栃木県宇都宮市不動前１－３－１４ 青木　靖典
40001377 県内 北沢産業（株） ｷﾀｻﾞﾜｻﾝｷﾞｮｳ 東京都渋谷区東２－２３－１０ 北川　正樹 北沢産業（株）　宇都宮支店 栃木県宇都宮市鶴田２－３９－５ 青木　孝志
40001210 県内 クシダ工業（株） ｸｼﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 群馬県高崎市貝沢町甲９６５ 串田　洋介 クシダ工業（株）　栃木営業所 栃木県佐野市浅沼町５９－６ 清水　慎一
40001158 県内 （株）栗原医療器械店 ｸﾘﾊﾞﾗｲﾘｮｳｷｶｲﾃﾝ 群馬県太田市清原町４－６ 栗原　勝 （株）栗原医療器械店　宇都宮支店 栃木県宇都宮市岩曽町１３０７－３ 田崎　雄一
40001048 県内 グローリー（株） ｸﾞﾛｰﾘｰ 兵庫県姫路市下手野１－３－１ 三和　元純 グローリー（株）　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市泉町６－２０　宇都宮ＤＩビル２Ｆ伊藤　和郎
40001006 県内 （株）ケイエムシー ｹｲｴﾑｼｰ 栃木県宇都宮市中今泉５－２４－７ 仲代　順哉
40001766 県内 ＫＤＤＩまとめてオフィス（株） ｹｲﾃﾞｨﾃﾞｨｱｲﾏﾄﾒﾃｵﾌｨｽ 東京都渋谷区代々木３－２２－７ 髙橋　正明 ＫＤＤＩまとめてオフィス（株）北関東ソリューション栃木支店栃木県宇都宮市東宿郷２－２－１ 当摩　朗
40001620 県内 （株）ケーアイ ｹｰｱｲ 栃木県宇都宮市双葉１－１－１ 伊藤　繁幸
40001178 県内 （株）ケーシーエス ｹｰｼｰｴｽ 茨城県水戸市谷津町１－４０ 金澤　博之 （株）ケーシーエス　栃木支社 栃木県宇都宮市東宿郷３－１－７メットライフ宇都宮ビル４階大橋　佳記
40001449 県内 （有）健ワンダー ｹﾝﾜﾝﾀﾞｰ 栃木県宇都宮市御幸本町４８６１－９５ 加藤　健太郎
40001052 県内 （株）コアミ計測機 ｺｱﾐｹｲｿｸｷ 栃木県宇都宮市二荒町８－２ 﨑尾　肇
40001745 県内 光陽通信（株） ｺｳﾖｳﾂｳｼﾝ 栃木県宇都宮市宝木町２－８８０ 飯村　愼一
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40001192 県内 光陽エンジニアリング（株） ｺｳﾖｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 栃木県宇都宮市宝木町２－８８０ 紺野　金一郎
40001101 県内 コーエィ（株） ｺｰｴｲ 群馬県前橋市上小出町１－９－１２ 関口　典明 コ－エィ（株）　Ｅ・Ｃ事業部宇都宮営業所 栃木県宇都宮市平出町３７３８－１ 加藤　満
40001171 県内 国際航業（株） ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 東京都新宿区北新宿２－２１－１ 土方　聡 国際航業（株）　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市小幡１－１－２１　オノセビル 本多　憲一郎
40001066 県内 コクヨ北関東販売（株） ｺｸﾖｷﾀｶﾝﾄｳﾊﾝﾊﾞｲ 栃木県宇都宮市問屋町３１７２－４８ 船田　雅弘 コクヨ北関東販売（株）　栃木支店 栃木県宇都宮市問屋町３１７２－４８ 綿引　正孝
40001453 県内 （株）五光 ｺﾞｺｳ 栃木県宇都宮市馬場通り１－１－９ 木内　久生 （株）五光　本店営業部 栃木県宇都宮市鶴田町３２０４－８ 中園　茂
40001448 県内 （株）コトブキ ｺﾄﾌﾞｷ 東京都港区浜松町１－１４－５ 深澤　幸郎 （株）コトブキ　北関東営業所 栃木県塩谷郡塩谷町田所１６０１－１２ 佐藤　文昭
40001731 県内 小林紙商事（株） ｺﾊﾞﾔｼｶﾐｼｮｳｼﾞ 茨城県水戸市吉沢町３３３－２ 小林　裕明 小林紙商事（株）　宇都宮支店 栃木県鹿沼市茂呂６６２－１２９ 小林　久晃
40001154 県内 小山（株） ｺﾔﾏ 奈良県奈良市大森町４７－３ 小山　智士 小山（株）　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市錦３－７－１４ 福田　修一
40001458 県内 サクラ産業（株） ｻｸﾗｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市若草５－１４－２６ 高橋　和夫
40001308 県内 ササキ防災（株） ｻｻｷﾎﾞｳｻｲ 栃木県足利市福富町１０８２－１ 佐々木　康治
40001197 県内 （株）佐藤コンクリート工業 ｻﾄｳｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市平出工業団地１６ 佐藤　君樹
40001645 県内 佐藤防災サービス（株） ｻﾄｳﾎﾞｳｻｲｻｰﾋﾞｽ 栃木県宇都宮市一条４－５－２７ 佐藤　健成
40001254 県内 三信電工（株） ｻﾝｼﾝﾃﾞﾝｺｳ 栃木県宇都宮市川俣町１０５６ 名村　史絵
40001056 県内 三水プラント（株） ｻﾝｽｲﾌﾟﾗﾝﾄ 栃木県宇都宮市滝の原１－２－１２ 三上　幸男
40001010 県内 （株）サンライズ ｻﾝﾗｲｽﾞ 栃木県真岡市久下田１８９３ 高橋　文男
40001086 県内 三和コンクリート工業（株） ｻﾝﾜｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞｮｳ 茨城県古河市仁連１３４７ 森田　敏男 三和コンクリート工業（株）　栃木営業所 栃木県鹿沼市下南摩町１１ 佐藤　和良
40001466 県内 三和シャッター工業（株） ｻﾝﾜｼｬｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 東京都板橋区新河岸２－３－５ 髙山　盟司 三和シャッター工業（株）　栃木メンテサービスセンター栃木県宇都宮市平出工業団地２０－２ 今井　淳雄
40001176 県内 （株）三和メック ｻﾝﾜﾒｯｸ 栃木県宇都宮市横田新町１８－６ 天野　公夫
40001049 県内 ジーエムいちはら工業（株） ｼﾞｰｴﾑｲﾁﾊﾗｺｳｷﾞｮｳ 栃木県鹿沼市樅山町上原２６７ 光野　幸子
40001630 県内 ジ－ケ－エス（株） ｼﾞｰｹｰｴｽ 栃木県足利市福居町３８６－３ 櫛田　恵一
40001075 県内 システム興産（株） ｼｽﾃﾑｺｳｻﾝ 栃木県宇都宮市鶴田町１５５９－２ 石川　博文
40001225 県内 （株）システムソリュ－ションセンターとちぎ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰﾄﾁｷﾞ 栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺２０３４－１４ 小林　篤史
40001514 県内 島津メディカルシステムズ（株） ｼﾏﾂﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４ 中西　康彦 島津メディカルシステムズ（株）　栃木営業所 栃木県宇都宮市中河原町３－１９　宇都宮セントラルビル５階森　一浩
40001716 県内 （株）ジャクエツ ｼﾞｬｸｴﾂ 福井県敦賀市若葉町２－１７７０ 德本　達郎 （株）ジャクエツ　宇都宮店 栃木県宇都宮市滝谷町２０－１７ 阿部　賢良
40001112 県内 （有）正栄社印刷所 ｼｮｳｴｲｼｬｲﾝｻﾂｼｮ 栃木県宇都宮市下砥上町１４３９－４ 髙城　健嗣
40001153 県内 （株）上智 ｼﾞｮｳﾁ 富山県砺波市千代１７６－１ 金木　春男 （株）上智　栃木支店 栃木県日光市今市１５５９－３ 石森　裕志
40001040 県内 昭和工機（株） ｼｮｳﾜｺｳｷ 栃木県宇都宮市長岡町１２０２－１６ 古谷　政信
40001754 県内 昭和コンクリート工業（株） ｼｮｳﾜｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞｮｳ 岐阜県岐阜市香蘭１－１ 村瀬　大一郎 昭和コンクリート工業（株）　栃木営業所 栃木県宇都宮市栄町６－１６ 藤村　勝利
40001747 県内 （株）城山 ｼﾛﾔﾏ 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９－１ 安藤　和正 （株）城山　東京営業本部 東京都品川区北品川５－１２－４　リードシー御殿山ビル６階吉田　寛
40001269 県内 シンコースポーツ（株） ｼﾝｺｰｽﾎﾟｰﾂ 東京都中央区日本橋堀留町２－１－１ 石崎　健太 シンコースポーツ（株）　栃木営業所 栃木県佐野市町田沼町８２７－５ 佐藤　信也
40001363 県内 （株）新日本通信 ｼﾝﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 栃木県宇都宮市野沢町４７４－１０ 高柳　代造
40001364 県内 （株）スキット ｽｷｯﾄ 栃木県宇都宮市清住２－５－１０ 長谷川　真也
40001386 県内 （有）すずきや ｽｽﾞｷﾔ 栃木県河内郡上三川町上三川４４４１ 鯨　裕一
40001198 県内 （株）スターランド・ピーシー ｽﾀｰﾗﾝﾄﾞﾋﾟｰｼｰ 栃木県宇都宮市下川俣町１５－２４ 金丸　邦弘
40001061 県内 スポーツワカナ ｽﾎﾟｰﾂﾜｶﾅ 栃木県鹿沼市中田町１２６０ 加藤　修一
40001257 県内 関彰商事（株） ｾｷｼｮｳｼｮｳｼﾞ 茨城県筑西市一本松１７５５－２ 関　正樹 関彰商事（株）　ビジネスソリューション部　宇都宮支店栃木県宇都宮市問屋町３４１３－４６　ＫＨＶビル３Ｆ増渕　智彦
40001748 県内 （株）セブンサービス企画装飾 ｾﾌﾞﾝｻｰﾋﾞｽｷｶｸｿｳｼｮｸ 千葉県浦安市鉄鋼通り３－４－５ 山村　未来男 （株）セブンサービス企画装飾　栃木営業所 栃木県宇都宮市戸祭町２６３８－１２ 星　英樹
40001189 県内 （株）ゼンリン ｾﾞﾝﾘﾝ 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－１ 髙山　善司 （株）ゼンリン　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市元今泉４－１２－１ 野見山　宗貴
40001212 県内 （株）総研 ｿｳｹﾝ 栃木県宇都宮市小幡２－４－５ 小岩　圭一
40001060 県内 （株）五月女 ｿｳﾄﾒ 栃木県河内郡上三川町大字上三川４９４８－１ 五月女　伸之
40001007 県内 （株）大輝 ﾀｲｷ 東京都府中市武蔵台３－７－８ 岡野　一德 （株）大輝　栃木支店 栃木県宇都宮市鶴田町４５３－１３２ 白井　勝明
40001316 県内 大興電子通信（株） ﾀﾞｲｺｳﾃﾞﾝｼﾂｳｼﾝ 東京都新宿区揚場町２－１ 松山　晃一郎 大興電子通信（株）　北関東支店 栃木県宇都宮市東宿郷４－２－２４ 手塚　孝彦
40001287 県内 （株）大成堂 ﾀｲｾｲﾄﾞｳ 栃木県宇都宮市大通り３－２－４ 猪瀬　哲男
40001175 県内 （株）タカヤ商事 ﾀｶﾔｼｮｳｼﾞ 栃木県宇都宮市岩曽町１３７７－８２ 髙田　普一
40001102 県内 武田商工（株） ﾀｹﾀﾞｼｮｳｺｳ 埼玉県熊谷市下川上１３６４－８ 勝永　義光 武田商工（株）　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市宝木本町１４７７－６１ 鈴木　英茂
40001134 県内 （有）田代武道具店 ﾀｼﾛﾌﾞﾄﾞｳｸﾞﾃﾝ 栃木県宇都宮市東塙田１－１－７ 田代　俊治
40001054 県内 （株）田中工業 ﾀﾅｶｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市簗瀬町１９２３－２ 田中　英治
40001223 県内 タニコー（株） ﾀﾆｺｰ 東京都品川区戸越１－７－２０ 谷口　秀一 タニコー（株）　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市鶴田町１６１１－１ 絹川　晃弘
40001500 県内 （株）千葉建設 ﾁﾊﾞｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市西川田南１－４７－２０ 千葉　恭裕
40001252 県内 （株）チャイルド本社 ﾁｬｲﾙﾄﾞﾎﾝｼｬ 東京都文京区小石川５－２４－２１ 大橋　潤 （株）チャイルド本社　栃木営業所 栃木県宇都宮市みどり野町６－１１ 小平　勝章
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40001545 県内 中央開発（株） ﾁｭｳｵｳｶｲﾊﾂ 東京都新宿区西早稲田３－１３－５ 田中　誠 中央開発（株）　関東支店　栃木営業所 栃木県宇都宮市本町１３－１０　大島ビル 宮田　剛治
40001376 県内 中央保安商事（株） ﾁｭｳｵｳﾎｱﾝｼｮｳｼﾞ 栃木県宇都宮市下荒針町３３９３－８ 関澤　正明
40001738 県内 ＴＳＰ太陽（株） ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ 東京都目黒区東山１－１７－１６ 能村　祐己 ＴＳＰ太陽（株）　栃木営業所 栃木県宇都宮市平出町３７３８－１ 近藤　主理
40001133 県内 （株）ＴＫＣ ﾃｨｰｹｰｼｰ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８ 飯塚　真規
40001649 県内 （株）帝国データバンク ﾃｲｺｸﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ 東京都港区南青山２－５－２０ 後藤　信夫 （株）帝国データバンク　宇都宮支店 栃木県宇都宮市大通り２－３－１　井門宇都宮ビル９Ｆ臼井　治彦
40001535 県内 （株）テイセンテクノ ﾃｲｾﾝﾃｸﾉ 栃木県鹿沼市府所本町１９７ 濱本　和彦
40001321 県内 テクノ産業（株） ﾃｸﾉｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市中里町１６７－１ 塩井　賢一
40001511 県内 デュプロ（株） ﾃﾞｭﾌﾟﾛ 東京都千代田区神田紺屋町７ 塚崎　昌則 デュプロ（株）　栃木営業所 栃木県宇都宮市簗瀬町１７８４－１２ 大谷　晃一
40001622 県内 東亜警備保障（株） ﾄｳｱｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 栃木県宇都宮市泉が丘１－１６－３０ 平石　守
40001678 県内 東京コンピュータサービス ﾄｳｷｮｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 東京都中央区日本橋本町４－８－１４ 髙山　芳之 東京コンピュータサービス　宇都宮支店 栃木県宇都宮市東宿郷２－２－１ 仙波　貴夫
40001266 県内 東京通信（株） ﾄｳｷｮｳﾂｳｼﾝ 栃木県宇都宮市平出工業団地４３－１２９ 釜井　俊彦
40001499 県内 東邦建（株） ﾄｳﾎｳｹﾝ 栃木県佐野市越名町２０４１－７ 竹内　隆司
40001322 県内 （有）トーコーインテック ﾄｰｺｰｲﾝﾃｯｸ 栃木県宇都宮市白沢町５７７－１０ 伊東　耕二
40001468 県内 （有）戸叶書店 ﾄｶﾉｼｮﾃﾝ 栃木県宇都宮市花園町５－１６ 戸叶　安彦
40001324 県内 （株）トチオン ﾄﾁｵﾝ 栃木県宇都宮市鶴田町１２４０－４ 今泉　忠男
40001344 県内 栃木いすゞ自動車（株） ﾄﾁｷﾞｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ 栃木県宇都宮市花房２－２－４ 小平　武史 栃木いすゞ自動車（株）　真岡営業所 栃木県真岡市亀山１５７９－５０ 平田　安秀
40001129 県内 栃木キャノン事務機販売（株） ﾄﾁｷﾞｷｬﾉﾝｼﾞﾑｷﾊﾝﾊﾞｲ 栃木県宇都宮市川田町７８０－６ 深谷　睦
40001383 県内 （公財）　栃木県学校給食会 ﾄﾁｷﾞｹﾝｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸｶｲ 栃木県宇都宮市砂田町６４９ 黒川　浩
40001159 県内 （株）栃木県教育サービス ﾄﾁｷﾞｹﾝｷｮｳｲｸｻｰﾋﾞｽ 栃木県宇都宮市駒生町１３５９－３７ 伊藤　和夫
40001307 県内 栃木県消防整備（株） ﾄﾁｷﾞｹﾝｼｮｳﾎﾞｳｾｲﾋﾞ 栃木県宇都宮市石井町１２２２－１５ 村田　宣夫
40001268 県内 （有）栃木こどものとも社 ﾄﾁｷﾞｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓｼｬ 栃木県宇都宮市下平出町３５１－３ 齋藤　孝和
40001437 県内 栃木小松フォ－クリフト（株） ﾄﾁｷﾞｺﾏﾂﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 栃木県宇都宮市問屋町３１７２－３６ 黒須　進一
40001261 県内 （有）栃木ひかりのくに ﾄﾁｷﾞﾋｶﾘﾉｸﾆ 栃木県宇都宮市兵庫塚３－３０－２ 黒澤　好夫
40001463 県内 （有）とちぎフレーベル ﾄﾁｷﾞﾌﾚｰﾍﾞﾙ 栃木県宇都宮市下栗１－２５－１３ 石川　一弥
40001527 県内 栃木防災（株） ﾄﾁｷﾞﾎﾞｳｻｲ 栃木県宇都宮市上戸祭町６０－１ 阿波　保雄
40001251 県内 （株）栃木読売ＩＳ ﾄﾁｷﾞﾖﾐｳﾘｱｲｴｽ 栃木県宇都宮市菊水町１１ー１０ 深田　保人
40001310 県内 凸版印刷（株） ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ 東京都台東区台東１－５－１ 麿　秀晴 凸版印刷（株）　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市馬場通り２－１－１　ＮＭＦ宇都宮ビル７Ｆ藤枝　考
40001609 県内 トランセンス（株） ﾄﾗﾝｾﾝｽ 栃木県宇都宮市岩曽町３１－２ 安齋　幸
40001280 県内 （株）中西製作所 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼｮ 大阪府大阪市生野区巽南５－４－１４ 中西　一真 （株）中西製作所　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市鶴田町４１９－７　メルパルクプラザ２０２号島田　孝夫
40001517 県内 （有）中村商会 ﾅｶﾑﾗｼｮｳｶｲ 栃木県さくら市氏家３５１９－４６ 中村　浩之
40001035 県内 （株）那須環境技術センター ﾅｽｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ 栃木県那須塩原市青木２２－１５２ 福田　篤志
40001396 県内 那須測量（株） ﾅｽｿｸﾘｮｳ 栃木県那須塩原市鍋掛１０８７－３０ 青栁　繁延
40001264 県内 日興通信（株） ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 東京都世田谷区桜丘１－２－２２ 鈴木　範夫 日興通信（株）　宇都宮支店 栃木県宇都宮市馬場通り２－１－１　ＮＭＦ宇都宮ビル山口　勉
40001542 県内 （一財）日本健康財団 ﾆﾎﾝｹﾝｺｳｻﾞｲﾀﾞﾝ 栃木県宇都宮市東今泉２－３－５ 皆川　俊廣
40001439 県内 （株）日本サーモエナー ﾆﾎﾝｻｰﾓｴﾅｰ 東京都港区白金台３－２－１０ 泉　雅彦 （株）日本サーモエナー　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市峰４－１－３２ 岡田　光司
40001454 県内 （株）日本水泳振興会 ﾆﾎﾝｽｲｴｲｼﾝｺｳｶｲ 東京都中野区東中野３－１８－１２ 坂元　要 （株）日本水泳振興会　栃木営業所 栃木県宇都宮市双葉２－１０－８ 井上　眞也
40001123 県内 日本調理機（株） ﾆﾎﾝﾁｮｳﾘｷ 東京都大田区東六郷３－１５－８ 齋藤　有史 日本調理機（株）　栃木営業所 栃木県宇都宮市江曽島本町３－３１ 鮏川　正己
40001079 県内 （株）ネイチャー ﾈｲﾁｬｰ 栃木県宇都宮市江曽島町１３６５－１ 山本　努
40001036 県内 （有）ノザワスポーツ ﾉｻﾞﾜｽﾎﾟｰﾂ 栃木県佐野市金吹町４－４ 野澤　直之
40001113 県内 （有）ハーモニー ﾊｰﾓﾆｰ 栃木県宇都宮市みどり野町１７－４ 横須賀　亮平
40001058 県内 パスキン工業（株） ﾊﾟｽｷﾝｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市野沢町６４０－４ 佐藤　靖
40001051 県内 （株）パスコ ﾊﾟｽｺ 東京都目黒区下目黒１－７－１ 島村　秀樹 （株）パスコ　栃木支店 栃木県宇都宮市中央１－１－１ 竹内　聡
40001140 県内 （株）八州 ﾊｯｼｭｳ 東京都江東区木場５－８－４０ 武部　泰三 （株）八州　真岡営業所 栃木県真岡市台町２３４４－１ 齊藤　勝幸
40001641 県内 （株）はやぶさ ﾊﾔﾌﾞｻ 栃木県宇都宮市平塚町３３４－７ 平出　公彦
40001388 県内 東日本電信電話（株） ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東京都新宿区西新宿３－１９－２ 井上　福造 東日本電信電話（株）　埼玉事業部　栃木支店 栃木県宇都宮市東宿郷４－３－２７ 小林　博文
40001411 県内 （株）日立システムズ ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 東京都品川区大崎１－２－１ 柴原　節男 （株）日立システムズ　関東甲信越支社　栃木営業所栃木県宇都宮市一条３－１－１９ 北條　友樹
40001276 県内 （株）ビットウェイ ﾋﾞｯﾄｳｪｲ 栃木県真岡市長田１－１２－１１ 平石　雅人
40001229 県内 （株）フクシ・エンタープライズ ﾌｸｼｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 東京都江東区大島１－９－８ 福士　昌 （株）フクシ・エンタープライズ　栃木営業所 栃木県佐野市堀米町３２４３－１０３ 槇　直也
40001750 県内 福田土木造園（株） ﾌｸﾀﾞﾄﾞﾎﾞｸｿﾞｳｴﾝ 栃木県宇都宮市下戸祭１－８－１３ 福田 広美
40001234 県内 （株）福原書店 ﾌｸﾊﾗｼｮﾃﾝ 栃木県真岡市荒町１０８３ 福原　稔
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40001436 県内 藤井産業（株） ﾌｼﾞｲｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市平出工業団地４１－３ 藤井　昌一
40001398 県内 冨士機材（株） ﾌｼﾞｷｻﾞｲ 東京都千代田区一番町１２ 千賀　信宏 冨士機材（株）　宇都宮支店 栃木県宇都宮市平出工業団地４６－１４ 城　暢隆
40001255 県内 富士ゼロックス栃木（株） ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽﾄﾁｷﾞ 栃木県宇都宮市東宿郷６－１－７ 今村　紳一 富士ゼロックス栃木（株）　営業統括部 栃木県宇都宮市東宿郷６－１－７ 渡邊　明彦
40001111 県内 富士通Ｊａｐａｎ（株） ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 東京都港区東新橋１－５－２ 砂田　敬之 富士通Ｊａｐａｎ（株）　栃木支社 栃木県宇都宮市東宿郷４－２－２４ 下田　篤
40001391 県内 富士電機ＩＴソリューション（株） ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷｱｲﾃｨｿﾘｭｰｼｮﾝ 東京都千代田区外神田６－１５－１２ 及川　弘 富士電機ＩＴソリューション（株）　北関東支店 栃木県宇都宮市中今泉３－１－１３ 菊川　洋一
40001106 県内 （株）フジマック ﾌｼﾞﾏｯｸ 東京都港区南麻布１－７－２３ 熊谷　光治 （株）フジマック　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市鶴田町２６０－１ 岡田　和典
40001718 県内 （株）双葉 ﾌﾀﾊﾞ 茨城県水戸市住吉町１５４－２ 桑山　佳明 （株）双葉　宇都宮営業所 栃木県河内郡上三川町鞘堂１２４－５ 清水　悠史
40001124 県内 フルテック（株） ﾌﾙﾃｯｸ 北海道札幌市中央区大通東３－４－３ 古野　重幸 フルテック（株）　宇都宮支店 栃木県宇都宮市滝の原１－３－５０ 上堀　篤
40001002 県内 平成理研（株） ﾍｲｾｲﾘｹﾝ 栃木県宇都宮市石井町２８５６－３ 秋元　和人
40001561 県内 （株）保安企画 ﾎｱﾝｷｶｸ 岐阜県羽島市舟橋町本町５－３２ 渡辺　勉 （株）保安企画　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市東宿郷２－１８－２ 杉田　浩一
40001326 県内 星野工業（株） ﾎｼﾉｺｳｷﾞｮｳ 栃木県鹿沼市玉田町６９２－８ 星野　詠一
40001418 県内 前田製管（株） ﾏｴﾀｾｲｶﾝ 山形県酒田市上本町６－７ 前田　直之 前田製管（株）　栃木支店 栃木県さくら市卯の里２－１９ 尾原　靖博
40001165 県内 （株）松井ピ・テ・オ・印刷 ﾏﾂｲﾋﾟﾃｵｲﾝｻﾂ 栃木県宇都宮市陽東５－９－２１ 松井　中央登
40001761 県内 （株）ミヤパック ﾐﾔﾊﾟｯｸ 栃木県鹿沼市流通センター３４ 曽我　和彦
40001413 県内 明恵産業（株） ﾒｲｹｲｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市不動前１－３－１１ 柏﨑　高偉
40001085 県内 （株）メディカルコミュニケーションズ ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 栃木県宇都宮市花園町２－３　０８３９ビル 三浦　克博
40001450 県内 ヤマゼンコミュニケイションズ（株） ﾔﾏｾﾞﾝｺﾐｭﾆｹｲｼｮﾝｽﾞ 栃木県宇都宮市インターパーク４－３－１ 山本　征一郎
40001351 県内 （株）ユーテック ﾕｰﾃｯｸ 栃木県那須烏山市旭２－１１－３２ 松本　勝栄
40001365 県内 （株）ユニフォームネット ﾕﾆﾌｫｰﾑﾈｯﾄ 福島県郡山市備前舘１－２８ 荒川　広志 （株）ユニフォームネット　宇都宮支店 栃木県宇都宮市海道町１１０ 本田　英隆
40001604 県内 （株）ユニマットライフ ﾕﾆﾏｯﾄﾗｲﾌ 東京都港区南青山２－１２－１４　ユニマット青山ビル菅田　貴人 （株）ユニマットライフ　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市元今泉３－１９－１９ 大滝　薫
40001438 県内 （株）ライズ ﾗｲｽﾞ 栃木県宇都宮市下岡本町２５０７－３ 髙橋　正人 （株）ライズ　栃木営業所 栃木県宇都宮市下岡本町２５０７－３ 和田　僚
40001220 県内 両毛化学工業（株） ﾘｮｳﾓｳｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 栃木県足利市寺岡町６５５－１ 新井　潤
40001296 県内 （株）両毛システムズ ﾘｮｳﾓｳｼｽﾃﾑｽﾞ 群馬県桐生市広沢町３－４０２５ 北澤　直来 （株）両毛システムズ　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市宿郷２－７－３ 黒澤　良雄
40001581 県内 両毛ヤクルト販売（株） ﾘｮｳﾓｳﾔｸﾙﾄﾊﾝﾊﾞｲ 栃木県足利市花園町２５ 相馬　稔
40001496 県内 （株）リンク ﾘﾝｸ 栃木県宇都宮市城南２－８－２３ 近藤　幸子
40001366 県内 （株）ローラン ﾛｰﾗﾝ 栃木県宇都宮市問屋町３１７２－２６ 羽石　和樹
40001042 県外 （株）アイタック ｱｲﾀｯｸ 東京都千代田区神田須田町１－１８ 髙島　敏直
40001368 県外 愛知（株） ｱｲﾁ 愛知県名古屋市東区筒井３－２７－２５ 島本　迪彦 愛知（株）　東京本部 東京都中央区新川１－１７－２５　東茅場町有楽ビル１階島本　健司
40001099 県外 愛知時計電機（株） ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ 愛知県名古屋市熱田区千年１－２－７０ 星加　俊之 愛知時計電機（株）　大宮営業所 埼玉県さいたま市大宮区大成町１－１０１　斎藤ビル岡田　博之
40001658 県外 （株）アイデックス ｱｲﾃﾞｯｸｽ 福島県郡山市菜根５－３－１２　ホワイトヒルズ菜根本田　幸雄
40001732 県外 アイリスオーヤマ（株） ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ 宮城県仙台市青葉区五橋２－１２－１ 大山　晃弘
40001194 県外 昱（株） ｱｷﾗ 東京都中央区東日本橋３－３－１１ 中川　崇 昱（株）　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９ 山本　克弥
40001135 県外 朝日航洋（株） ｱｻﾋｺｳﾖｳ 東京都江東区新木場４－７－４１ 尾暮　敏範 朝日航洋（株）　水戸支店 茨城県水戸市城南１－７－５ 嶋村　和也
40001145 県外 アジア航測（株） ｱｼﾞｱｺｳｿｸ 東京都新宿区西新宿６－１４－１　新宿グリーンタワービル小川　紀一朗 アジア航測（株）　北関東支店 群馬県前橋市元総社町１４２－１（本多ビル１Ｆ）柿崎　豊
40001614 県外 アシスト（株） ｱｼｽﾄ 愛知県名古屋市緑区滝ノ水５－１３１０ 西村　竹松
40001100 県外 アズビル（株） ｱｽﾞﾋﾞﾙ 東京都千代田区丸の内２－７－３ 山本　清博 アズビル（株）　ビルシステムカンパニー北関東支店埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２ 内田　睦
40001530 県外 油鉄印刷（株） ｱﾌﾞﾃﾂｲﾝｻﾂ 茨城県古河市長谷町２８－３２ 蓮見　公男
40001566 県外 （株）アペックス ｱﾍﾟｯｸｽ 愛知県大府市柊山町２－４１８ 森　吉平 （株）アペックス　関東第二支社 千葉県柏市十余二２３７－２ 小池　直弥
40001571 県外 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） ｱﾙｿｯｸｱﾝｼﾝｹｱｻﾎﾟｰﾄ 東京都大田区山王１－３－５ 尻無濱　秀治
40001734 県外 （株）あんしんサポート ｱﾝｼﾝｻﾎﾟｰﾄ 福岡県福岡市城南区飯倉１－６－２５ 古賀　功一
40001573 県外 （株）伊藤園 ｲﾄｳｴﾝ 東京都渋谷区本町３‐４７‐１０ 本庄　大介
40001121 県外 井上ビニール（株） ｲﾉｳｴﾋﾞﾆｰﾙ 群馬県前橋市三河町１－１－１－１０８ 井上　一彦
40001136 県外 岩瀬プリンス電機（株） ｲﾜｾﾌﾟﾘﾝｽﾃﾞﾝｷ 茨城県桜川市南飯田８６２ 寺嶋　之朗
40001687 県外 （株）インフォマティクス ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 齊藤　大地
40001063 県外 （株）ウィズウェイストジャパン ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 埼玉県さいたま市大宮区大成町２－２２４－１ 山田　耕
40001765 県外 ヴィレップス合同会社 ｳﾞｨﾚｯﾌﾟｽｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬ 大阪府松原市天美東２－１２９－２２ 項　帥
40001714 県外 ウォータースタンド（株） ｳｫｰﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－４６３ 本多　均
40001022 県外 （株）ウォーターテック ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ 東京都港区芝浦３－１６－１ 早坂　克浩 （株）ウォーターテック　東日本支店 東京都港区芝浦３－１６－１ 大隅　昌平
40001314 県外 （株）内田洋行 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 東京都中央区新川２－４－７ 大久保　昇 （株）内田洋行　営業統括グループ 東京都江東区東陽２－３－２５ 小柳　諭司
40001701 県外 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス ｴｲﾁﾜｲｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋ 東京都小平市御幸町３２番地 飯田　一郎 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス　フィールドサービス本部東京都小平市御幸町３２番地 森　謙一
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40001685 県外 （株）エイテック ｴｲﾃｯｸ 東京都渋谷区本町４－１２－７ 橘　義規 （株）エイテック　東日本支社 東京都渋谷区本町４－１２－７ 吉本智彦
40001127 県外 エイバン商事（株） ｴｲﾊﾞﾝｼｮｳｼﾞ 東京都豊島区駒込１－１４－９ 武内　淳一
40001469 県外 ＡＧＳ（株） ｴｰｼﾞｰｴｽ 埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷４－３－２５ 原　俊樹
40001297 県外 （株）エスカム ｴｽｶﾑ 茨城県つくば市真瀬１５１２－２５ 秋田　茂
40001552 県外 ＮＥＣソリューションイノベータ（株） ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ 東京都江東区新木場１－１８－７ 杉山　清 ＮＥＣソリューションイノベータ（株）　営業統括本部東京都江東区新木場１－１８－７ 神田　健治郎
40001624 県外 ＮＥＣネクサソリューションズ（株） ｴﾇｲｰｼｰﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 東京都港区三田１－４－２８ 木下　孝彦 ＮＥＣネクサソリューションズ（株）　公共第二ソリューションズ事業部東京都港区三田１－４－２８ 羽鳥　敦
40001275 県外 ＮＥＣネッツエスアイ（株） ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲ 東京都文京区後楽２－６－１ 牛島　祐之 ＮＥＣネッツエスアイ（株）　関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ 大茂　博和
40001313 県外 ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株） ｴﾇﾃｨﾃｨｴｲﾃｨｴﾑﾀｯｸ 東京都新宿区新宿２－１３－１２ 深澤　友雄
40001619 県外 （株）ＮＴＴデータ・アイ ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｱｲ 東京都新宿区揚場町１－１８ 青木　弘之
40001759 県外 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株）ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ 東京都江東区枝川１－９－６ 渡邊　守孝 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株）　東日本支社東京都港区芝浦４－３－４ 浪瀬　時彦
40001387 県外 （株）ＮＴＴ東日本－関信越 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ-ｶﾝｼﾝｴﾂ 埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－１７ 石川　達
40001727 県外 エネサーブ（株） ｴﾈｻｰﾌﾞ 滋賀県大津市月輪２－１９－６ 井上　博司
40001267 県外 （株）エネット ｴﾈｯﾄ 東京都港区芝公園２－６－３ 谷口　直行
40001684 県外 （株）ＦＳＫ ｴﾌｴｽｹｰ 福島県いわき市内郷御厩町３－１６８ 鬼澤　浩正
40001476 県外 （株）エルコム ｴﾙｺﾑ 東京都大田区千鳥２－１０－１６ 塩見　泰成
40001677 県外 応用地質（株） ｵｳﾖｳﾁｼﾂ 東京都千代田区神田美土代町７ 成田　賢 応用地質（株）　東京事務所 埼玉県さいたま市北区土呂町２－６１－５ 児玉　貴司
40001742 県外 大倉工業（株） ｵｵｸﾗｺｳｷﾞｮｳ 香川県丸亀市中津町１５１５ 神田進 大倉工業（株）　東京支店 東京都豊島区東池袋３－１３－２ 大澤龍太郎
40001776 県外 大阪シーリング印刷（株） ｵｵｻｶｼｰﾘﾝｸﾞｲﾝｻﾂ 大阪府大阪市天王寺区小橋町１－８ 松口　正 大阪シーリング印刷（株）福島営業所 福島県郡山市中町１－２２郡山大同生命ビル９階 髙梨　陽平
40001544 県外 大塚オーミ陶業（株） ｵｵﾂｶｵｰﾐﾄｳｷﾞｮｳ 大阪府中央区大手通３－２－２１ 大杉　栄嗣 大塚オーミ陶業（株）　東日本支店 東京都千代田区神田司町２－２ 大杉　栄嗣
40001753 県外 ＯＫＩクロステック（株） ｵｷｸﾛｽﾃｯｸ 東京都中央区晴海１－８－１１ 竹内　敏尚 ＯＫＩクロステック（株）　第二支社 埼玉県さいたま市中央区上峰３－１０－５ 佐藤　真央
40001148 県外 沖電気工業（株） ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 東京都港区虎ノ門１－７－１２ 鎌上　信也 沖電気工業（株）　首都圏営業本部 東京都虎ノ門１－７－１２ 池西　利勝
40001584 県外 （株）オプティマ ｵﾌﾟﾃｨﾏ 東京都品川区大崎３－５－２ 森田　宏樹
40001345 県外 （株）会議録研究所 ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ 東京都新宿区市谷八幡町１６ 妹尾　潤
40001037 県外 （株）会議録センター ｶｲｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 埼玉県鴻巣市鎌塚１－４－１２ 加藤　剛也
40001556 県外 柏原計器工業（株） ｶｼﾊﾗｹｲｷｺｳｷﾞｮｳ 大阪府柏原市本郷５－３－２８ 三浦　直人 柏原計器工業（株）　千葉営業所 千葉県市川市末広１－２－１０ 鹿島　康弘
40001628 県外 （株）鹿島印刷所 ｶｼﾏｲﾝｻﾂｼｮ 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９ 川又　啓蔵
40001173 県外 （株）管総研 ｶﾝｿｳｹﾝ 兵庫県尼崎市浜１－１－１ 川久保　知一 （株）管総研　東京支店 東京都中央区京橋２－１－３ 榊原　浩二
40001089 県外 関東道路（株） ｶﾝﾄｳﾄﾞｳﾛ 茨城県筑西市下川島６３５ 武藤　正浩
40001557 県外 （株）ぎじろくセンター ｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 山口県宇部市大字西岐波１５４０ー１２ 白井　義美 （株）ぎじろくセンター　東京営業所 東京都中央区日本橋小舟町９ー３　日本橋相互ビル５０５号室濱野　尚子
40001740 県外 北関東ペプシコーラ販売（株） ｷﾀｶﾝﾄｳﾍﾟﾌﾟｼｺｰﾗﾊﾝﾊﾞｲ 群馬県前橋市元総社町１－１６－８ 飯田　正美
40001331 県外 北日本コンピューターサービス（株） ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 秋田県秋田市南通築地１５－３２ 江畑　佳明
40001147 県外 （株）ぎょうせい ｷﾞｮｳｾｲ 東京都江東区新木場１－１８－１１ 成吉　弘次 （株）ぎょうせい　関東支社 東京都江東区新木場１－１８－１１ 藤原　和秀
40001541 県外 キングランメディケア（株） ｷﾝｸﾞﾗﾝﾒﾃﾞｨｹｱ 東京都千代田区神田須田町１－１０ 松原　達也 キングランメディケア（株）　北関東営業所 群馬県太田市藤阿久町６２３－３ 大澤　文博
40001695 県外 空間情報サービス（株） ｸｳｶﾝｼﾞｮｳﾎｳｻｰﾋﾞｽ 千葉県千葉市中央区中央３－１０－６ 古里　弘
40001629 県外 クボタ機工（株） ｸﾎﾞﾀｷｺｳ 大阪府枚方市中宮大池１－１－１ 前田　勝弘 クボタ機工（株）　東京支店 東京都中央区京橋２－１－３ 市川　篤
40001673 県外 ｋｓｓ（株） ｹｲｴｽｴｽ 東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２ 深澤　重幸
40001072 県外 （株）現代けんこう出版 ｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｺｳｼｭｯﾊﾟﾝ 東京都墨田区両国１－１２－８ 砂田　昌彦
40001087 県外 小池（株） ｺｲｹ 茨城県古河市幸町１－４５ 小池　裕之
40001077 県外 公共地研（株） ｺｳｷｮｳﾁｹﾝ 埼玉県川口市戸塚３－２５－２７ 鈴木　孝雄
40001272 県外 （株）コーエー ｺｰｴｰ 茨城県取手市清水７４７ 菅谷　和雄
40001151 県外 国土情報開発（株） ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 東京都世田谷区池尻２－７－３ 羽田　寛
40001623 県外 国土地図（株） ｺｸﾄﾞﾁｽﾞ 東京都新宿区西落合２－１２－４ 稲垣　秀夫
40001741 県外 （株）サイネックス ｻｲﾈｯｸｽ 大阪府大阪市中央区瓦屋町３－６－１３ 村田　吉優
40001711 県外 （株）サイボウ ｻｲﾎﾞｳ 埼玉県さいたま市見沼区卸町２－６－１５ 結城　剛
40001602 県外 （株）サンケン・エンジニアリング ｻﾝｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 福岡県福岡市南区大楠２－１３－７ 筒　芳成 （株）サンケン・エンジニアリング　東京本店 東京都中央区日本橋本町４－１３－１０ 島村　亮
40001737 県外 三晃工業（株） ｻﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳ 大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６ 山梶　章
40001522 県外 サンデンシステムエンジニアリング（株） ｻﾝﾃﾞﾝｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 群馬県伊勢崎市宮子町３４５０－８ 鈴木　誠
40001702 県外 三和航測（株） ｻﾝﾜｺｳｿｸ 東京都練馬区豊玉北６－１５－１４ 大西　錦城 三和航測（株）　北関東支社 茨城県水戸市城南２－１５－１６水戸フレールビル友田　博
40001209 県外 （株）ジーシーシー ｼﾞｰｼｰｼｰ 群馬県前橋市上大島町９６ 町田　敦
40001679 県外 （株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃ 東京都港区芝３－２３－１ 古野　浩樹
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40001772 県外 （株）ジオプラン・ナムテック ｼﾞｵﾌﾟﾗﾝﾅﾑﾃｯｸ 東京都千代田区麹町５－４ 西澤　常彦
40001166 県外 （有）シグナル ｼｸﾞﾅﾙ 北海道札幌市東区北１５条東１８－１－２６ 月居　吉彦
40001760 県外 （株）　システムエンジニアリング ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都台東区柳橋１－１３－３ 田口　純
40001710 県外 （株）シナジー ｼﾅｼﾞｰ 沖縄県宜野湾市大山７－１０－１４　３階 下地　勝也
40001078 県外 （株）篠崎ポンプ機械製作所 ｼﾉｻﾞｷﾎﾟﾝﾌﾟｷｶｲｾｲｻｸｼｮ 茨城県古河市横山町２－９－２ 篠崎　卓
40001665 県外 シャープマーケティングジャパン（株） ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 大阪府八尾市北亀井町３－１－７２ 中山　藤一 シャープマーケティングジャパン（株）　ビジネスソリューション担当東京都港区芝浦１－２－３ 美甘　將雄
40001513 県外 （株）社会保険出版社 ｼｬｶｲﾎｹﾝｼｭｯﾊﾟﾝｼｬ 東京都千代田区神田猿楽町１－５－１８ 髙本　哲史
40001380 県外 蛇の目ミシン工業（株） ｼﾞｬﾉﾒﾐｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 東京都八王子市狭間町１４６３ 齋藤　真 蛇の目ミシン工業（株）　国内営業第一部 東京都八王子市狭間町１４６３ 木下　浩昭
40001215 県外 （株）ジャパンインターナショナル総合研究所 ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｿｳｺﾞｳ 京都府京都市右京区西京極西池田町９－５　西京極駅前ビル６階藤原　壮督
40001532 県外 昇寿チャート（株） ｼｮｳｼﾞｭﾁｬｰﾄ 東京都台東区台東３－１６－３ 川井　清維
40001167 県外 （株）少年写真新聞社 ｼｮｳﾈﾝｼｬｼﾝｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 東京都千代田区九段南４－７－１６ 松本　恒
40001654 県外 白川舞台機構（株） ｼﾗｶﾜﾌﾞﾀｲｷｺｳ 埼玉県さいたま市桜区道場７０９－１ 白川　裕司
40001218 県外 （株）シンク ｼﾝｸ 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４　大博センタービル松田　敏行 （株）シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４　大博センタービル丸山　秀明
40001329 県外 新明和アクアテクサービス（株） ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ 兵庫県神戸市東灘区本山南町八丁目６－２６ 石川　貞仁 新明和アクアテクサービス（株）　北関東センター埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３－２０ 木田　博喜
40001232 県外 シンレキ工業（株） ｼﾝﾚｷｺｳｷﾞｮｳ 東京都大田区蒲田５－３８－１ 田中　正晴 シンレキ工業（株）　熊谷事業所 埼玉県熊谷市佐谷田２９７６ 内田　亨
40001676 県外 （株）スタジオ三十三 ｽﾀｼﾞｵｻﾝｼﾞｭｳｻﾝ 京都府京都市伏見区竹田松林町１１ 井上　喜代志
40001107 県外 セコム（株） ｾｺﾑ 東京都渋谷区神宮前１－５－１ 尾関　一郎
40001299 県外 セノー（株） ｾﾉｰ 千葉県松戸市松飛台２５０ 尾﨑　徹也 セノー（株）　関東信越支店 千葉県松戸市松飛台３９８ 木本　博
40001659 県外 ソフトバンク（株） ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 東京都港区海岸１－７－１ 今井　康之
40001686 県外 ソリマチ（株） ｿﾘﾏﾁ 新潟県長岡市表町１－４－２４ 反町　秀樹
40001538 県外 第一環境（株） ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮｳ 東京都港区赤坂２－２－１２ 岡地　雄一
40001242 県外 第一合成（株） ﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｾｲ 東京都八王子市元本郷町１－２５－５ 河野　良子
40001467 県外 第一法規（株） ﾀﾞｲｲﾁﾎｳｷ 東京都港区南青山２－１１－１７ 田中　英弥
40001013 県外 高千穂商事（株） ﾀｶﾁﾎｼｮｳｼﾞ 東京都港区虎ノ門５－３－２０－４１５ 牧野　正明
40001774 県外 （株）タケミ・コーポレーション ﾀｹﾐｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 大阪府堺市西区山田２－１９１－１ 廣瀬　丈巳
40001302 県外 （株）タナカ ﾀﾅｶ 茨城県土浦市藤沢３４９５－１ 田中　司郎
40001546 県外 田中電気（株） ﾀﾅｶﾃﾞﾝｷ 東京都千代田区外神田１－１５－１３ 田中　良一
40001758 県外 （株）地域環境計画 ﾁｲｷｶﾝｷｮｳｹｲｶｸ 東京都世田谷区桜新町２－２２－３　ＮＤＳビル 高塚　敏
40001660 県外 （株）秩父源流水 ﾁﾁﾌﾞｹﾞﾝﾘｭｳｽｲ 埼玉県秩父市大滝４５５９ 内藤　悦弘
40001115 県外 千葉窯業（株） ﾁﾊﾞﾖｳｷﾞｮｳ 千葉県山武郡横芝光町横芝１０９２ 池田　喜美夫
40001233 県外 （株）中央ジオマチックス ﾁｭｳｵｳｼﾞｵﾏﾁｯｸｽ 東京都板橋区舟渡３－１５－２２ 田中　尚行
40001777 県外 都築電気（株） ﾂﾂﾞｷﾃﾞﾝｷ 東京都港区新橋６－１９－１５ 江森　勲
40001349 県外 （株）データベース ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 北海道札幌市北区北七条西５－８－５ 大森　康弘 （株）データベース　東京支店 東京都中央区日本橋本町２－８－１２ 清重　正樹
40001279 県外 （株）データホライゾン ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ 広島県広島市西区草津新町１－２１－３５広島ミクシス・ビル内海　良夫
40001768 県外 （株）テレコムスクエア ﾃﾚｺﾑｽｸｴｱ 東京都千代田区五番町６－２ 吉竹　雄次
40001615 県外 電気興業（株） ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 東京都千代田区丸の内３－３－１ 松澤　幹夫 電気興業（株）　中央統括部 東京都千代田区丸の内３－３－１ 松永　希
40001633 県外 東京電力エナジーパートナー（株） ﾄｳｷｮｳﾃﾞﾝﾘｮｸｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄ 東京都千代田区内幸町１－１－３ 秋本　展秀
40001001 県外 （株）東京法規出版 ﾄｳｷｮｳﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 東京都文京区本駒込２－２９－２２ 菅　国典
40001415 県外 東京法令出版（株） ﾄｳｷｮｳﾎｳﾚｲｼｭｯﾊﾟﾝ 長野県長野市南千歳町１００５ 星沢　卓也
40001160 県外 東京優芳園（株） ﾄｳｷｮｳﾕｳﾎｳｴﾝ 東京都新宿区新宿１－５－６　御苑ビル 櫻井　栄蔵 東京優芳園（株）　岐阜農場 岐阜県中津川市中川町４－４３ 勝　渉
40001144 県外 東郷化成（株） ﾄｳｺﾞｳｶｾｲ 滋賀県守山市播磨田町９６－１ 東郷　人幸
40001491 県外 東芝インフラシステムズ（株） ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４ 今野　貴之 東芝インフラシステムズ（株）　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１１４‐１ 齋藤　秀二
40001707 県外 東神電池工業（株） ﾄｳｼﾝﾃﾞﾝﾁｺｳｷﾞｮｳ 茨城県水戸市城東１－４－４ 永井　忠弘
40001743 県外 東電タウンプランニング（株） ﾄｳﾃﾞﾝﾀｳﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｶﾌﾞｼ 東京都港区海岸１－１１－１ 鈴木　祐輔 東電タウンプランニング（株）　栃木総支社 栃木県宇都宮市宿郷１－２０－５ 長野　雅彦
40001719 県外 （株）東洋アクアテック ﾄｳﾖｳｱｸｱﾃｯｸ 神奈川県相模原市中央区清新８－９－１７ 緒方　哲也
40001244 県外 東洋計器（株） ﾄｳﾖｳｹｲｷ 長野県松本市和田３９６７－１０ 土田　泰秀 東洋計器（株）　栃木営業所 埼玉県さいたま市北区宮原町４－２－２０ 西澤　貴達
40001708 県外 トーテックアメニティ（株） ﾄｰﾃｯｸｱﾒﾆﾃｨ 愛知県名古屋市西区名駅２－２７－８ 坂井　幸治 トーテックアメニティ（株）　東京事業所 東京都新宿区西新宿２－１－１ 田中　良典
40001143 県外 （株）図書館流通センター ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 東京都文京区大塚３－１－１ 細川　博史
40001231 県外 （株）トミス ﾄﾐｽ 東京都渋谷区代々木２－１５－５ 戸簾　俊久
40001092 県外 富山コンクリート工業（株） ﾄﾐﾔﾏｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞｮｳ 茨城県筑西市菅谷１６２４ 冨山　一郎
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40001416 県外 （株）トリアド工房 ﾄﾘｱﾄﾞｺｳﾎﾞｳ 東京都八王子市大塚６３６－２ 伊藤　民郎
40001333 県外 （株）トレジャーボックス ﾄﾚｼﾞｬｰﾎﾞｯｸｽ 埼玉県上尾市大字上１７２２－６ 木本　忠将 （株）トレジャーボックス　茨城支店 茨城県つくば市今鹿島３４９３－２ 大月　昇
40001425 県外 内外地図（株） ﾅｲｶﾞｲﾁｽﾞ 東京都千代田区神田小川町３－２２ 五本木　秀昭
40001117 県外 長田広告（株） ﾅｶﾞﾀｺｳｺｸ 愛知県津島市東柳原町５－５－１ 長田　一郎
40001548 県外 永田紙業（株） ﾅｶﾞﾀｼｷﾞｮｳ 埼玉県深谷市長在家１９８ 永田　耕太郎
40001756 県外 （株）ナガツカ ﾅｶﾞﾂｶ 茨城県古河市原町９－２９ 長塚　孝之
40001137 県外 （株）ナカノアイシステム ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２ 坂井　浩 （株）ナカノアイシステム　北関東支店 茨城県水戸市堀町２０７４－３　メゾンドＫ３０６号真壁　智
40001338 県外 長野ポンプ（株） ﾅｶﾞﾉﾎﾟﾝﾌﾟ 石川県金沢市浅野本町口１４５ 長野　幸浩 長野ポンプ（株）　東京営業所 東京都千代田区外神田５－５－１１　小西ビル１階藤井　利男
40001358 県外 （株）ナカムラ消防化学 ﾅｶﾑﾗｼｮｳﾎﾞｳｶｶﾞｸ 長崎県大村市平町１９３３ 中村　康祐 （株）ナカムラ消防化学　東京営業所 東京都葛飾区西亀有２－３６－１ 家元　昭
40001706 県外 （株）中村製作所 ﾅｶﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 千葉県松戸市小山５１０ 櫻田　正明 （株）中村製作所　関東営業所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－２１－２ 能澤　真吾
40001277 県外 （株）西原環境 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 東京都港区海岸３－２０－２０ 西原　幸志 （株）西原環境　北関東営業所 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１ 樋口　健一
40001399 県外 （株）ニチイ学館 ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ 東京都千代田区神田駿河台２－９ 森　信介
40001421 県外 （株）ニッコク ﾆｯｺｸ 東京都港区六本木６－１７－１ 御法川　法男 （株）ニッコク　東京支店 東京都港区六本木６－１７－１ 坂田　松秀
40001245 県外 ニッタン（株） ﾆｯﾀﾝ 東京都渋谷区笹塚１－５４－５ 沖　昌徳 ニッタン（株）　北関東支社 埼玉県さいたま市南区別所３－１－５ 佐藤　謙成
40001493 県外 日本事務器（株） ﾆｯﾎﾟﾝｼﾞﾑｷ 東京都渋谷区本町３－１２－１ 田中　啓一 日本事務器（株）　関東信越支社 埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１３－１ 米田　哲也
40001764 県外 日本電通（株） ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝﾂｳ 大阪府大阪市港区磯路２－２１－１ 戸谷　典嗣
40001207 県外 （一社）日本家族計画協会 ﾆﾎﾝｶｿﾞｸｹｲｶｸｷｮｳｶｲ 東京都新宿区市谷田町１－１０　保健会館新館 北村　邦夫
40001274 県外 日本機械工業（株） ﾆﾎﾝｷｶｲｺｳｷﾞｮｳ 東京都八王子市中野上町２－３１－１ 古田　良夫 日本機械工業（株）　本社営業部 東京都八王子市中野上町２－３１－１ 山下　康弘
40000608 県外 日本コムテック（株） ﾆﾎﾝｺﾑﾃｯｸ 北海道札幌市中央区南八条西１３－３－６０ 北村　司 日本コムテック（株）　東京支店 東京都千代田区内神田２－１２－１２ 関山　学
40001181 県外 日本消防サービス（株） ﾆﾎﾝｼｮｳﾎﾞｳｻｰﾋﾞｽ 埼玉県さいたま市緑区三室１２０６－３ 冨田　裕史
40001611 県外 （株）日本選挙センター ﾆﾎﾝｾﾝｷｮｾﾝﾀｰ 東京都千代田区神田神保町１－３４ 中村　公英
40001688 県外 日本体育施設（株） ﾆﾎﾝﾀｲｲｸｼｾﾂ 東京都中野区東中野３－２０－１０ 小松　和幸 日本体育施設（株）　関東営業所 埼玉県さいたま市南区文蔵２－４－３ 岡田　勝也
40001744 県外 日本ビルシステム（株） ﾆﾎﾝﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 茨城県水戸市中央１－２－１５ 鎌田　勝正 日本ビルシステム（株）　栃木支店 栃木県宇都宮市下栗１－２３－２０ 神原　章彦
40001445 県外 日本無線（株） ﾆﾎﾝﾑｾﾝ 東京都三鷹市牟礼６－２１－１１ 小洗　健 日本無線（株）　関東支社 東京都三鷹市牟礼６－２１－１１ 鈴木　工
40001509 県外 （株）ネクシモ ﾈｸｼﾓ 茨城県日立市大みか町４－２７－３２ 山形　勝
40001664 県外 （株）乃村工藝社 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 東京都港区台場２－３－４ 榎本　修次
40001150 県外 パイオニア事務器（株） ﾊﾟｲｵﾆｱｼﾞﾑｷ 埼玉県草加市氷川町２１０４－１７－５０２ 増島　健二 パイオニア事務器（株）　東京営業所 東京都荒川区西日暮里５－１－１８ 髙原　敦
40001025 県外 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾙｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ 大阪府大阪市中央区城見２－１－６１ 藤井　和夫 パナソニックＬＳエンジニアリング（株）　東京本部東京都江東区青海１－１－２０ 秋月　伸也
40001317 県外 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 東京都中央区銀座８－２１－１ 片倉　達夫 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）　首都圏部門東京都中央区銀座８－２１－１ 奥村　康彦
40001043 県外 （株）阪神計器製作所 ﾊﾝｼﾝｹｲｷｾｲｻｸｼｮ 兵庫県尼崎市神田中通４－１６３ 松田　健仁 （株）阪神計器製作所　関東支店 東京都港区芝４－６－１４ 尾上　貴之
40001070 県外 （株）ビー・エイチ・シー ﾋﾞｰｴｲﾁｼｰ 宮城県仙台市泉区泉中央２－１１－９ 村山　清志
40001775 県外 日立造船（株） ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝ 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 三野　禎男 日立造船（株）東京本社 東京都品川区南大井６－２６－３ 小木　均
40001347 県外 日之出水道機器（株） ﾋﾉﾃﾞｽｲﾄﾞｳｷｷ 福岡県福岡市博多区堅粕５－８－１８ 浅井　武 日之出水道機器（株）　北関東支店　茨城営業所 茨城県水戸市城南１－４－７ 木下　要
40001767 県外 （株）響 ﾋﾋﾞｷ 東京都新宿区新小川町５－１ 足立　正樹
40001739 県外 表示灯（株） ﾋｮｳｼﾞﾄｳ 愛知県名古屋市中村区名駅４－２－１１ 上田　正剛 表示灯（株）　東京支社 東京都港区南青山５－１２－２２ 佐合　克典
40001431 県外 （株）ヒラカワ ﾋﾗｶﾜ 大阪府大阪市北区大淀北１－９－３６ 平川　晋一 （株）ヒラカワ　北関東営業所 埼玉県さいたま市北区宮原町４－１９－８ 薗部　吾郎
40001755 県外 フクダライフテック関東（株） ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸｶﾝﾄｳ 埼玉県さいたま市桜区田島１－１０－３ 前田　修一
40001616 県外 福味商事（株） ﾌｸﾐｼｮｳｼﾞ 福島県本宮市本宮舘町１６１－２ 内田　信市
40001219 県外 藤田水道受託（株） ﾌｼﾞﾀｽｲﾄﾞｳｼﾞｭﾀｸ 群馬県高崎市飯塚町１１７４－５ 工藤　辰明
40001170 県外 藤田テクノ（株） ﾌｼﾞﾀﾃｸﾉ 群馬県高崎市飯塚町１１７４－５ 藤田　実 藤田テクノ（株）　太田支店 群馬県太田市小舞木町３６１－１ 小井土　裕一
40001230 県外 （株）富士通ゼネラル ﾌｼﾞﾂｳｾﾞﾈﾗﾙ 神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７ 斎藤　悦郎 （株）富士通ゼネラル　情報通信ネットワーク営業部神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７ 新田　洋司
40001585 県外 富士通ソーシャルライフシステムズ（株） ﾌｼﾞﾂｳｿｰｼｬﾙﾗｲﾌｼｽﾃﾑｽﾞ 神奈川県川崎市中原区上小田中４－１－１ 田中　政法 富士通ソーシャルライフシステムズ（株）　営業部神奈川県川崎市中原区下小田中２－１２－５ 岩里　佳宣
40001704 県外 フジテコム（株） ﾌｼﾞﾃｺﾑ 東京都千代田区神田佐久間町２－２０ 森山　慎一 フジテコム（株）　東京支店 東京都千代田区神田佐久間町２－２０ 山本　裕司
40001211 県外 富士フイルムシステムサービス（株） ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 東京都板橋区坂下１－１９－１ 井上　あまね 富士フイルムシステムサービス（株）　公共事業本部　首都圏支店東京都板橋区坂下１－１９－１ 松尾　浩一郎
40001757 県外 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮ 東京都江東区豊洲２－２－１ 阪本　雅司 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）栃木県宇都宮市東宿郷６－１－７ 今村　紳一
40001749 県外 （株）フジヤマ ﾌｼﾞﾔﾏ 静岡県浜松市中区元城町２１６－１９ 藤山　義修 （株）フジヤマ　東京支店 東京都千代田区東神田２－６－７　クラウン高橋ビル３階鈴木　直実
40001479 県外 （株）フューチャーイン ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ 愛知県名古屋市千種区内山２－６－２２ 渡邉　英治 （株）フューチャーイン　東京支店 東京都品川区西五反田８－７－１１　アクシス五反田ビル６Ｆ川崎　順一
40001020 県外 （株）武揚堂 ﾌﾞﾖｳﾄﾞｳ 東京都中央区日本橋３－８－１６ 小島　武也
40001091 県外 （株）ブロード ﾌﾞﾛｰﾄﾞ 茨城県土浦市西並木町３７８１－２９ 香取　洋治
40001567 県外 （株）ベネッセコーポレーション ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 岡山県岡山市北区南方３－７－１７ 小林　仁 （株）ベネッセコーポレーション　小中学校事業部東京都新宿区西新宿２－１－１　新宿三井ビルディング小柳　博崇
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40001690 県外 （株）ホープ ﾎｰﾌﾟ 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５　ＭＧ薬院ビル時津　孝康
40001577 県外 北辰映像（株） ﾎｸｼﾝｴｲｿﾞｳ 埼玉県さいたま市緑区三室２１９０－２ 樋口　一雄
40001103 県外 墨東化成工業（株） ﾎﾞｸﾄｳｶｾｲｺｳｷﾞｮｳ 東京都墨田区千歳１－８－１４ 老田　勝 墨東化成工業（株）　群馬支店 群馬県太田市原宿町２９００ 藤森　輝成
40001751 県外 （株）ほけんショップアイ ﾎｹﾝｼｮｯﾌﾟｱｲ 埼玉県羽生市西２－１４－２２ 福田　嘉彦
40001402 県外 星野総合商事（株） ﾎｼﾉｿｳｺﾞｳｼｮｳｼﾞ 埼玉県川口市本蓮１－１－９ 星野　晃一郎
40001114 県外 北海道地図（株） ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道旭川市台場一条２－１－６ 小林　毅一 北海道地図（株）　東京支店 東京都千代田区平河町２－６－１　平河町ビル 周藤　利通
40001125 県外 （株）松村電機製作所 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ 東京都文京区根津２－１２－１ 松村　秀一 （株）松村電機製作所　東京支店 東京都台東区池之端２－７－１７　井門池之端ビル塚田　暁
40001625 県外 （株）マルゼン ﾏﾙｾﾞﾝ 東京都台東区根岸２－１９－１８ 渡辺　恵一
40001506 県外 （株）丸菱行政地図 ﾏﾙﾋﾞｼｷﾞｮｳｾｲﾁｽﾞ 東京都台東区池之端２－５－４１ 吉冨　明 （株）丸菱行政地図　さいたま営業所 埼玉県さいたま市北区宮原町４－８３－７ 森永　泰治
40001353 県外 三谷コンピュータ（株） ﾐﾀﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 福井県坂井市丸岡町熊堂３－７－１－１３ 後　淳也
40001653 県外 ミツウロコグリーンエネルギー（株） ﾐﾂｳﾛｺｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ 東京都中央区日本橋２－１１－２ 二見　敦
40001452 県外 三菱電機プラントエンジニアリング（株） ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱ 東京都台東区東上野５－２４－８ 畑辺　健 三菱電機プラントエンジニアリング（株）　東日本本部北関東営業所埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８－３ 井澤　美典
40001412 県外 （株）ムサシ ﾑｻｼ 東京都中央区銀座８－２０－３６ 羽鳥　雅孝 （株）ムサシ　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区土手町１－２ 池田哲郎
40001348 県外 メタウォーター（株） ﾒﾀｳｫｰﾀｰ 東京都千代田区神田須田町１－２５ 山口　賢二 メタウォーター（株）　首都圏北部営業部 東京都千代田区神田須田町１－２５ 丸田　賢一郎
40001138 県外 （株）モリタ ﾓﾘﾀ 兵庫県三田市テクノパーク１－５ 尾形　和美 （株）モリタ　東京支店 東京都港区芝５－３６－７　三田ベルジュビル１９階山北　忠司
40001580 県外 （株）モリタエコノス ﾓﾘﾀｴｺﾉｽ 兵庫県三田市テクノパーク２８ 玉置　敏之 （株）モリタエコノス　埼玉支店 埼玉県上尾市上尾下１０４０－１ 安達　敬幸
40001069 県外 （株）モリタテクノス ﾓﾘﾀﾃｸﾉｽ 兵庫県三田市テクノパーク３２ 中川　茂 （株）モリタテクノス　東日本営業部 千葉県船橋市小野田町１５３０ 小林　功
40001169 県外 ヤマハサウンドシステム（株） ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 東京都中央区日本橋箱崎町４１－１２ 武田　信次郎
40001021 県外 （株）ライズファクトリー ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 東京都千代田区飯田橋２－１－４日東九段ビル６階戸田　その子
40001736 県外 リエスパワーネクスト（株） ﾘｴｽﾊﾟﾜｰﾈｸｽﾄ 東京都豊島区東池袋４－２１－１ 青木　博幸
40001339 県外 （株）両備システムズ ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 岡山県岡山市南区豊成２－７－１６ 松田　敏之
40001177 県外 （株）ロングライフ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ 茨城県水戸市谷津町細田１－８ 田中　博文
40001228 県外 ワールドウォーターバッグ（株） ﾜｰﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰﾊﾞｯｸﾞ 大阪府大阪市東住吉区今川１－６－２３ 中村　俊夫
40001139 県外 （株）ワコーインターナショナル ﾜｺｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 東京都北区豊島１－３４－５ 小野澤　実
40001762 県外 ワタキューセイモア　（株） ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ 京都府綴喜郡井手町多賀茶臼塚１２－２ 村田　清和 ワタキューセイモア　（株）　北関東営業所 群馬県太田市藤阿久町７４９－７ 西ノ村　心和
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