
平成29年度・平成30年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格者名簿（物品製造・役務提供等）

No. 商号又は名称 住所

1 高野産業株式会社 山梨県韮崎市下祖母石２２７８番地

2 山梨総合管財事業協同組合 山梨県甲府市丸の内2-30-3甲府丸の内ビル3階

3 株式会社小林事務機 山梨県笛吹市石和町今井１８５番地の２

4 日本管財株式会社本社 東京都中央区日本橋２丁目１番１０号

5 アクタス税理士法人 東京都港区赤坂三丁目２番６号

6 リコージャパン株式会社山梨支社 公共グループ 山梨県中央市山之神流通団地東１番地

7 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田一丁目４番５号

8 株式会社デジタルアライアンス 山梨県甲府市北口２丁目１２番１号

9 三峰無線株式会社 西関東支店 神奈川県藤沢市湘南台１丁目２４番５号

10 有限会社タナカ設備 山梨県笛吹市御坂町尾山３２３番地１

11 日本フィールド・エンジニアリング株式会社山梨支社 山梨県甲斐市竜王新町３２１

12 日本電気（株）甲府支店 山梨県甲府市相生二丁目３番１６号（三井住友海上甲府ビル５階）

13 株式会社石和植木 山梨県笛吹市石和町川中島３７８番地

14 株式会社オーイーシー 大分県大分市東春日町１７－５７

15 日水産業株式会社 神奈川県横浜市港南区港南区台三丁目４番４６号

16 有限会社三國屋商店 山梨県富士吉田市下吉田１００６番地

17 株式会社フローレン 山梨県甲斐市西八幡１１７４番地

18 株式会社ダスキンファイブ 山梨県中央市山之神２０１７番地２７

19 株式会社東甲社 山梨県甲府市新田町９番１２号

20 東芝医用ファイナンス株式会社 東京都中央区日本橋人形町２－１４－１０

21 水研化学工業株式会社静岡営業所 静岡市駿河区下川原１丁目３番７号

22 株式会社介護センター花岡 甲府店 山梨県甲斐市西八幡3800番地1

23 特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所 山梨県北杜市明野町上手５２１７－３

24 株式会社大丸金属 山梨県韮崎市竜岡町下條南割６３５番地

25 株式会社環境管理センター技術センター 東京都八王子市下恩方町３２３番地１号

26 株式会社エスコ 山梨県韮崎市龍岡町若尾新田３４－１４

27 ユニタス外語学院 山梨県甲府市丸の内３丁目６番１１号

28 豊前医化株式会社 山梨県中央市乙黒107-6

29 東日電子株式会社 山梨県甲府市下飯田１丁目３番２０号

30 株式会社エヌエイチケイアイテック関東支社 埼玉県川口市芝富士2-20-47

31 株式会社正文堂 山梨県甲府市塩部１丁目６番９号

32 富士ゼロックス多摩株式会社山梨営業部 山梨県甲府市国母1丁目3番7号

33 ＮＥＣフィールディング株式会社西関東支社甲府支店 山梨県甲府市相生二丁目３番１６号

34 甲信寺岡オート・ドア株式会社 山梨県甲府市増坪町２１６－２６

35 株式会社 中西製作所長野営業所 長野県長野市東和田２１０－３

36 甲府ビルサービス株式会社 山梨県甲府市池田１丁目５番９号

37 株式会社 東洋設計東京支社 東京都葛飾区青戸６－１－１

38 株式会社フジコー 山梨県甲府市国母８丁目３０番１４号

39 株式会社山梨広告運送 山梨県中央市西新居３３０番地７
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40 株式会社アイアールエス 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目１６－１１

41 株式会社道路企画 山梨県甲府市下飯田３丁目６番２号

42 西菱電機株式会社東京支社 東京都港区芝大門1-1-30

43 甲府警備保障株式会社 山梨県甲府市下飯田１丁目４番１１号

44 ジークライト株式会社 山形県米沢市板谷３１５

45 日東金属株式会社 山梨県甲府市国玉町９１０番地１

46 五光電工株式会社 山梨県甲府市宝１丁目３６番１号

47 ヤマイチスポーツ株式会社 山梨県富士吉田市上暮地２丁目４番１６号

48 有限会社ヤマト商事 山梨県甲州市塩山三日市場２２７３番地

49 敷島醸造株式会社 山梨県甲斐市亀沢３２２８番地

50 山梨グローブシップ株式会社 山梨県甲府市伊勢３丁目５番２４号

51 新倉観光社 山梨県富士吉田市旭２－１０－１１

52 株式会社キムラ 山梨県甲府市国母５丁目１０番１７号

53 株式会社原無線技術研究所 山梨県甲府市相生２丁目１６番１号

54 東京テクニカル・サービス株式会社 千葉県浦安市今川４－１２－３８－１

55 株式会社コンピュータムーブ 山梨県甲斐市西八幡４２８１番地４

56 株式会社 共立メンテナンス 東京都千代田区外神田2丁目18番8号

57 （株）タビックスジャパン山梨支店 山梨県甲斐市西八幡１８６４－１

58 ノダック株式会社関東事業所 埼玉県さいたま市南区内谷７－７－５

59 堀内製作所 山梨県山梨市落合271-2

60 株式会社ＥＤＵＣＯＭ 愛知県春日井市如意申町七丁目7番地5

61 株式会社 地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１

62 株式会社エネット 東京都港区芝公園２－６－３

63 株式会社ミダック 静岡県浜松市東区有玉南町２１６３番地

64 株式会社阪神計器製作所関東支店 東京都港区芝４－６－１４

65 国際航業株式会社 山梨営業所 山梨県甲府市上石田３－２０－６－２０３

66 ワタキューセイモア株式会社山梨営業所 山梨県山梨市北1709番地

67 株式会社サイエンス 静岡県静岡市清水区小芝町４番１３号

68 エレベーターコミュニケーションズ株式会社 甲府支店 山梨県甲府市丸の内２丁目１６－４ 丸栄ビル６階

69 佐川急便株式会社 山梨営業所 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島８８９

70 株式会社ププルインターナショナル 愛知県名古屋市中区錦3丁目5-27

71 株式会社ライズファクトリー 東京都江東区住吉2-25-2

72 オザックス株式会社山梨営業所 山梨県笛吹市境川町石橋943

73 株式会社ヒット 山梨県甲斐市篠原１４３６番地の１

74 リコーリース株式会社 東京都江東区東雲１丁目７番１２号

75 株式会社ウォーターワールド松田 山梨県山梨市下井尻３８０番地

76 オリックス資源循環株式会社 埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山313

77 株式会社第一興商 山梨支店 山梨県甲府市国母５丁目５―１２

78 株式会社新和 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門２２１６番地の１

79 株式会社 城南メンテナンス 静岡県藤枝市築地323番地
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80 有限会社クリーンワールド 山梨県富士吉田市中曽根３丁目５番３９号

81 中央環境理研株式会社 山梨県南アルプス市小笠原６番地

82 山下商事株式会社 山梨営業所 山梨県甲府市伊勢４－２１－８

83 株式会社会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６番

84 日本電算機用品株式会社山梨営業所 山梨県笛吹市御坂町下黒駒１２５５

85 日本通運株式会社山梨支店 山梨県甲府市丸の内二丁目２６番１号

86 大倉工業株式会社東京支店 東京都豊島区東池袋3丁目13-2

87 株式会社データベース甲府営業所 山梨県甲府市塩部3-7-19

88 株式会社アセラ 山梨県甲府市西高橋町１５６番地

89 株式会社日建 山梨県南アルプス市上今諏訪５６４番地の１

90 大和化成株式会社東京支店 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目６－１０

91 株式会社東京航業研究所 埼玉県川越市大字伊佐沼２８-１

92 中央ＯＡサービス株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居８５０番地

93 株式会社オネスト 山梨県甲府市古上条町５０６番地３

94 株式会社ミネルバ 山梨県都留市夏狩１６４１番地の１

95 ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚一丁目５０番１号 笹塚ＮＡビル

96 株式会社 富士植木 山梨支店 山梨県山梨市上栗原９４５

97 八王子建物管理株式会社 東京都八王子市台町４－９－７

98 玉観光バス株式会社 山梨県甲斐市下今井９１７－１

99 株式会社 富士通エフサス山梨支店 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０

100 ステ－ショナリ－ 遠藤 山梨県 中央市布施 ２５２６

101 有限会社オフィスアトベ 山梨県北杜市長坂町渋沢１００７番地１４

102 綜合警備保障株式会社 山梨支社 山梨県甲府市太田町８－１

103 有限会社クリーンセンタートウェンテイワン 山梨県大月市御太刀２丁目６番１５号

104 ホシザキ東京株式会社山梨支店 山梨県甲府市下石田２－１２－２２ ホシザキ東京甲府ビル

105 アマノ株式会社 西東京支店 東京都国立市富士見台３丁目１８番地１

106 富士観光開発株式会社 事務用品部 甲府営業所 山梨県甲府市相生１－１－１２

107 株式会社 西原環境首都圏支店 東京都港区海岸３－２０－２０

108 東海リース株式会社横浜支店 神奈川県横浜市中区弁天通４丁目５６番地

109 ハマポリ酒井産業株式会社 浜松市南区三島町３４８－４

110 株式会社フカサワ 山梨県北杜市須玉町藤田３６３番地１

111 株式会社滝田電気商会 山梨県韮崎市穂坂町宮久保５１４０番地１

112 大栄設備株式会社 山梨県甲府市下飯田２丁目１１番１７号

113 株式会社石原グリーン建設 山梨県甲府市高室町２６９番地

114 株式会社ソフトウェア・サービス 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目6番1号

115 株式会社環境施設コンサルタント 東京都新宿区左門町１６－１

116 スーパー羽田商店 山梨県富士吉田市大明見４－１４－１

117 有限会社笹本自動車整備工場 山梨県甲斐市竜王新町４００番地の１０

118 株式会社山梨クリーンサービス 山梨県甲府市和戸町１２１９番地４

119 サーモ包装株式会社 静岡県沼津市松長７１４－５
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120 株式会社内田印刷所 山梨県甲府市中央２丁目１０番１８号

121 有限会社クリーンアシスト 山梨県甲府市川田町３６番地の２

122 有限会社河静クリーンサービス 山梨県富士吉田市下吉田１丁目１３番１９号

123 株式会社ダスキン山梨 山梨県中巨摩郡昭和町西条２８０２番地１

124 株式会社しのはらポリエチレン 山梨県南アルプス市沢登８０６番地１

125 有限会社エムティス 山梨県富士吉田市富士見２丁目９番２３号

126 木内電器サービス 山梨県南巨摩郡身延町身延１６９４

127 株式会社かんこう 東京支店 東京都千代田区内神田１－４－９

128 株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 東海支店 名古屋市中区新栄町２丁目１０番地

129 一般財団法人日本気象協会事業本部 東京都豊島区東池袋３－１－１ サンシャイン６０ ５５階

130 株式会社東洋インターフェイス 山梨県甲府市中小河原町２８９番地４

131 株式会社ハートメディカル 山梨県甲府市国母１丁目１２番３号

132 株式会社 中通 甲府営業所 山梨県甲府市蓬沢１－７７８

133 八千代エンジニヤリング株式会社 山梨事務所 山梨県甲府市丸の内二丁目１４番１３号

134 日通商事株式会社甲府営業センター 山梨県甲府市丸の内二丁目２６番１号

135 アイテック株式会社東京支店 東京都千代田区内幸町1-1-7ＮＢＦ日比谷ビル22階

136 キングラン メディケア株式会社 多摩支社 東京都国分寺市南町3-8-14 クレンズハウス1Ｆ

137 穴水株式会社 山梨県甲府市城東１丁目７番２号

138 株式会社山梨新興徽章 山梨県甲府市善光寺１丁目６番８号

139 株式会社生態計画研究所 東京都東村山市栄町２－２８－５ 小河原ビル３Ｆ

140 株式会社ユーティーワイ企画 山梨県甲府市湯田２丁目９番８号

141 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪府大阪市北区堂島三丁目１番２１号

142 協和産業株式会社 山梨県甲府市丸の内２丁目７番１６号

143 雨宮工業株式会社 山梨県甲府市荒川２丁目６番４２号

144 株式会社宮下 山梨県富士吉田市上吉田２丁目１番１１号

145 株式会社アサヒ総合サービス 山梨県甲府市中小河原１丁目１１番１０号

146 日本ビズアップ株式会社 東京都港区東新橋１丁目５－２ 汐留シティセンター10階

147 有限会社ルビー 山梨県韮崎市上ノ山３６４４番地６

148 近畿日本ツーリスト株式会社 甲府支店 山梨県甲府市丸の内２－１－１－４階

149 株式会社エフエム富士 山梨県甲府市川田町アリア１０５

150 株式会社アースワークス 山梨県甲府市幸町１３番２１号

151 よりいコンポスト株式会社 埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山字大谷３５２番地

152 株式会社 静環検査センター 甲府支店 山梨県甲府市上石田３丁目１３－１３ コーポ石田１０２号

153 城山産業株式会社 東京都渋谷区西原二丁目２－１－４白倉ビル１階

154 トヨタエルアンドエフ山梨株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居７０９番地１

155 株式会社社会保険出版社 東京都千代田区猿楽町1丁目5-18

156 小山株式会社 埼玉営業所 埼玉県所沢市大字中富２５４番地２

157 株式会社文化財ユニオン 東京都文京区湯島２－１４－２ 上田ビル１階

158 株式会社関東技研 山梨県韮崎市穴山町三ツ石８７８６番地

159 株式会社大和速記情報センター 東京都港区新橋５‐１３‐１
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160 株式会社 総合環境分析 山梨営業所 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門字向新田４０２７－２

161 株式会社ヤマダ電機 山梨営業所 山梨県甲斐市富竹新田１９０２－３

162 墨東化成工業株式会社 群馬支店 群馬県太田市原宿町２９００番地

163 株式会社サンリーク東京支店 東京都北区王子１－２９－１

164 株式会社ワコーインターナショナル 長野支店 長野県上田市国分４９２

165 株式会社協和コンサルタンツ山梨営業所 山梨県甲府市中央2丁目2番10号

166 信号器材株式会社 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０

167 東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス営業推進本部 山梨法人営業部 山梨県甲府市青沼１－１２－１３

168 有限会社オオハラ 山梨県富士吉田市下吉田４丁目３番１３号

169 有限会社玉穂商会 山梨県中央市一町畑１９２番地

170 有限会社バイオテック 山梨県韮崎市大草町下條西割１４１１番地１７

171 管清工業株式会社神奈川営業所 神奈川県横浜市旭区川井本町66

172 株式会社 カンエイメンテナンス 山梨支店 山梨県甲斐市玉川１６０２－４

173 株式会社エスイイシイ 東京都江東区佐賀１丁目１番１６号

174 日建リース工業株式会社甲府支店 山梨県 南アルプス市有野字北新田 3346-7

175 地中エンジニアリング株式会社 埼玉県さいたま市桜区田島５－１９－８

176 株式会社プロテクトＪ 山梨県都留市つる４丁目１番１６号

177 富士建物管理株式会社 東京都立川市羽衣町３－８－１１

178 株式会社 カイテック 東京都新宿区住吉町１番１５号

179 新生マイクロ写真株式会社 静岡県三島市松本３０２－１

180 ジーエムいちはら工業株式会社 東京営業所 東京都台東区浅草橋５－４－２ 横山ビル

181 株式会社松田衛生 山梨県山梨市下井尻３８０番地

182 株式会社日本旅行甲府支店 山梨県甲府市丸の内２－２９－４

183 有限会社スポーツショップウイング 山梨県中巨摩郡昭和町西条新田７１２番

184 株式会社エフワン 岐阜県岐阜市吉野町3-8

185 北海道地図株式会社東京支店 東京都千代田区平河町二丁目6番1号

186 株式会社ミヤケ電池サービス 神奈川県小田原市鴨宮２００

187 株式会社フシミ 静岡県静岡市清水区八木間町７８２

188 株式会社アドブレーン社 山梨県甲府市北口２丁目６番１０号

189 公益財団法人山梨総合研究所 山梨県甲府市丸の内一丁目８番１１号

190 山梨日野自動車株式会社 山梨県甲府市酒折１丁目２番１０号

191 ジェイフィルム株式会社 東京都千代田区東神田２丁目５番１５号

192 株式会社モリタテクノス東日本営業部 千葉県船橋市小野田町１５３０番地

193 大月都留環境事業協同組合 山梨県都留市十日市場473-1

194 双葉産業株式会社 東京都八王子市本郷町８－１２

195 有限会社小池時計店 山梨県富士吉田市下吉田５丁目２番１号

196 株式会社サンテレコム 山梨県甲府市中央２丁目１３番２号

197 株式会社島田プロセス 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１５３４番地

198 有限会社山峡商会 山梨県南アルプス市鮎沢２８２番地

199 株式会社きあら 山梨県甲斐市龍地６３０２番地７
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200 株式会社ワイイーシーソリューションズ 神奈川県横浜市中区山下町２２番地

201 アルファ警備保障株式会社 山梨県都留市平栗１５９番地

202 有限会社教材事務機センター 山梨県韮崎市旭町上條中割１８７６番地

203 株式会社ＪＴＢ関東 法人営業甲府支店 山梨県甲府市丸の内１－１－８

204 特定非営利活動法人ビーグッドカフェ 東京都世田谷区三軒茶屋２丁目１７-１０ ワタナベビル４階

205 株式会社 三水コンサルタント山梨事務所 山梨県甲斐市大下条３７２番１６号

206 青柳印刷株式会社 山梨県甲斐市長塚５２６番地

207 株式会社エイワ 山梨県山梨市鴨居寺４１４番地

208 株式会社東ポン商会 山梨県甲府市七沢町１７４番地９

209 株式会社エム企画 山梨県甲府市丸の内２丁目３０番３号甲府丸の内ビル３Ｆ

210 株式会社旭陽テレコム 山梨県韮崎市神山町鍋山300番地

211 （株）加速器分析研究所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町129番地1

212 太平ビルサービス株式会社甲府支店 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０

213 株式会社前澤エンジニアリングサービス関東支店 埼玉県川口市仲町５－１１

214 株式会社サンメンテナンス山梨営業所 山梨県甲府市西田町5-22

215 西関東機材株式会社山梨営業所 山梨県甲斐市名取上河原４９

216 伊東造園 山梨県富士吉田市上吉田２－１－８

217 日立造船株式会社東京本社 東京都品川区南大井６丁目２６－３

218 株式会社東京サービス山梨支店 山梨県上野原市新田３０９番地１３

219 パナソニックシステムネットワークス株式会社 東京都中央区銀座８－２１－１

220 堀建トーヨー住器株式会社 山梨県都留市田原１丁目２番５号

221 有限会社峡南環境サービス 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町３４９２番地

222 株式会社 千代田 甲府営業所 山梨県南アルプス市寺部1418-1

223 株式会社 タムラ 東京都江戸川区西一之江四丁目9番28号

224 株式会社 佐藤総合計画 東京都墨田区横網２丁目１０－１２

225 有限会社白須デンキ商会 山梨県富士吉田市下吉田５丁目２５番１０号

226 有限会社甲斐延観光 山梨県甲府市東光寺１丁目１１番２号

227 株式会社加藤商店 山梨県韮崎市中央町３番１４号

228 株式会社ショウエイ 神奈川県川崎市中原区宮内１４３４

229 都留屋 山梨県都留市田野倉２４２

230 根津電気管理事務所 山梨県山梨市万力2145-10

231 株式会社ジャパンウォーター 東京都千代田区九段北一丁目２番３号 フナトビル８階

232 株式会社樋川翠真堂 山梨県富士吉田市中曽根１丁目４番２２号

233 株式会社ムトウ山梨 山梨県甲斐市篠原１９４５番地

234 株式会社あさひ警備保障 山梨県甲府市後屋町３６３番地

235 株式会社フクシ・エンタープライズ山梨営業所 山梨県甲府市徳行三丁目８番２８号

236 中楯電気株式会社 山梨県甲府市大里町６０番地２

237 株式会社サンニチ印刷 山梨県甲府市北口２丁目６番１０号

238 旭陽電気株式会社 山梨県韮崎市神山町鍋山３００番地

239 環境機工株式会社 山梨県甲府市丸の内２丁目２６番１０号
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240 メディックス株式会社 山梨県甲府市国母３丁目１５番２２号

241 株式会社トヨタレンタリース山梨 山梨県甲府市徳行４丁目１４番１５号

242 株式会社たけまる 山梨県甲斐市下今井３５３９番地

243 ミドリ安全山梨株式会社 山梨県甲府市大手１丁目２番２１号

244 株式会社三友 山梨県甲府市塩部４丁目５番２３号

245 一般財団法人関東電気保安協会 山梨事業本部 山梨県甲府市飯田一丁目１番２４号

246 株式会社ヤマゲン 山梨県甲府市上町１８６０番地３

247 株式会社ビーコンラーニングサービス 東京都中央区日本橋茅場町二丁目２－１

248 株式会社ムサシ 東京第一支店 東京都中央区銀座8-20-36

249 石井化学産業株式会社 東京都八王子市緑町４２９番地の１

250 松田産業株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号

251 株式会社ライフパシフィックデザイン山梨営業所 山梨県甲府市白井町165-3

252 株式会社ドーン 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号三宮グランドビル５Ｆ

253 イベント工房 山梨県笛吹市春日居町鎮目２０－１

254 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部 長野・山梨営業所 長野県長野市居町５番地

255 株式会社ウィルマート 山梨県韮崎市本町１丁目１２番５号

256 株式会社甲信マツダ 山梨県甲府市国母八丁目12番39号

257 ＯＡＧ税理士法人 東京都千代田区五番町6番地2

258 株式会社テクノプラニング甲信支店 山梨県甲斐市中下条８１７-１

259 株式会社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番3号 日本橋相互ビル505号室

260 株式会社セブンサービス企画装飾 山梨営業所 山梨県 甲府市西下条町417

261 (株)プリントサービス山梨 山梨県甲府市里吉２丁目４-２-５３

262 中央エレベーター工業株式会社 東京都台東区上野３－４－９

263 株式会社三和リース 山梨県笛吹市御坂町成田２４３６番地

264 株式会社会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚１－４－１２

265 有限会社ステージ・ハーモニー 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島２０５５番地

266 有限会社山梨紙業 山梨県南アルプス市徳永１５９４番地１

267 株式会社アーキジオ 富山県高岡市西藤平蔵５８１

268 株式会社第一プログレス 東京都千代田区有楽町二丁目10番1 東京交通会館ビル９階

269 シンフォニアエンジニアリング株式会社東京本社 東京都新宿区西新宿二丁目７番１号 小田急第一生命ビル

270 株式会社名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号

271 中日本航空株式会社静岡支店 静岡県静岡市駿河区池田８６４番地

272 株式会社松村電機製作所 東京支店 東京都台東区池之端2丁目7番17号 井門池之端ビル

273 有限会社サンテック 山梨県甲州市大和町木賊１２６番地

274 大成エンジニアリング株式会社 東京都新宿区馬場下町１－１

275 アート工房JPS 山梨県南アルプス市榎原691-1

276 伊藤忠エネクス株式会社電力・ガス事業グループ 東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号

277 株式会社内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３１３９番地

278 日本水道管路株式会社東京支店 東京都目黒区目黒本町４丁目１６－７ サンワールドビル3階

279 株式会社鈴木 山梨県上野原市上野原１６１６番地
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280 シキシマ醤油株式会社 山梨県中央市山之神流通団地三丁目１番１号

281 株式会社丸富 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１９１番地の１

282 第一法規株式会社 東京都港区南青山二丁目11番17号

283 株式会社 東芝関東水・環境システム営業第一部 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

284 日本カルミック株式会社 東京都千代田区九段南一丁目五番十号

285 エス・イー・シーエレベーター株式会社 東京都台東区台東３－１８－３ ＳＥＣビル

286 有限会社東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨１丁目１４－３ 藤ビル３０３

287 株式会社三興山梨 山梨県甲州市勝沼町勝沼２９９３番地

288 玉野総合コンサルタント株式会社東京支店 東京都荒川区西日暮里二丁目２６番２号

289 山梨中銀リース株式会社 山梨県甲府市武田２丁目９番４号

290 有限会社山梨環境整備 山梨県甲府市下曽根町３８３７番地８

291 株式会社グリーンエコ 東京事務所 東京都北区田端新町三丁目１４－４ NOZAKIビル

292 一般社団法人 山梨県木材協会 山梨県甲府市徳行4-11-20

293 株式会社環境管理コンサルタント 山梨県甲府市堀之内町４５番地１

294 株式会社ユニオックス 山梨県甲府市中央３丁目４番５号

295 株式会社クリーンアース 山梨県笛吹市御坂町栗合２６９－１

296 株式会社山崎屋 山梨県富士吉田市中曽根１丁目３番３８号

297 関東三菱自動車販売株式会社 支店 山梨県甲府市青葉町3番11号

298 ニチレキ株式会社静岡営業所 静岡県富士市厚原２２６６

299 コスモ工機株式会社 東京支店 東京都港区西新橋三丁目9-5

300 野村興産株式会社 東京都中央区日本橋堀留町２丁目１番３号

301 株式会社ソフィ 山梨県中巨摩郡昭和町押越６５５番地２

302 共信冷熱株式会社 山梨県甲府市大里町１０９４番地

303 宮下管理サービス 山梨県富士吉田市上暮地6-8-5

304 株式会社オーヤラックス山梨営業所 山梨県甲府市国母８-５-１１

305 明和工業(株)長野営業所 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪1481-1

306 エコサービス株式会社 埼玉県深谷市高島５６８－１

307 山梨通運株式会社 山梨県山梨市上石森１０４８番地

308 株式会社アダストサービスベンダー事業部 山梨県韮崎市大草町上條東割５１７－２

309 東京コンピュータサービス株式会社甲府支店 山梨県甲府市丸の内一丁目１７番１０号 東武穴水ビル

310 田中電気株式会社 東京都千代田区外神田１－１５－１３

311 共同電設株式会社 山梨県甲府市中央２丁目１０番８号

312 株式会社 小松製作所 長野県諏訪市湖岸通り２－３－１４

313 ファインアート 山梨県中央市藤巻2167-3

314 日東物産株式会社 山梨県南アルプス市下今諏訪４２３番地

315 有限会社タクト 山梨県韮崎市大草町下條中割７１１番地６

316 株式会社日立国際八木ソリューションズ サービス本部 東京都小平市回田町３９３番地

317 株式会社トウワ 山梨県甲府市千塚４丁目７番１０号

318 太田天幕商会 山梨県甲府市飯田五丁目１－２１

319 鍋林株式会社 甲府営業所 山梨県甲府市上阿原町２４０番地
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320 橋本石油店 山梨県上野原市上野原３７５７

321 丸紅新電力株式会社 東京都中央区日本橋二丁目7番1号

322 有限会社富士カレット 山梨県甲府市大里町５３６番地

323 株式会社日本テクノ 静岡県静岡市駿河区西脇６１１－１

324 フクダライフテック北信越株式会社山梨営業所 山梨県甲府市徳行3-13-23

325 株式会社萱沼商事 山梨県富士吉田市下吉田５７７２番地

326 吉田石油株式会社 山梨県富士吉田市上吉田３１３５番地１

327 株式会社神宮寺 山梨県甲斐市西八幡４３５０－４

328 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 甲府営業所 山梨県甲府市徳行２－１７－６

329 一般社団法人山梨県環境管理協会 山梨県甲府市堀之内町４５番地１

330 シンコースポーツ株式会社甲府営業所 山梨県甲府市徳行４－１６－２６

331 株式会社山梨環境サービス 山梨県笛吹市一宮町東新居１０６５番地１

332 テクノ・トッパン・フォームズ株式会社 東部サービス部 東京都江東区東雲１丁目７番１２号 ＫＤＸ豊洲グランスクエア５Ｆ

333 冨士見工芸株式会社 山梨県甲府市飯田２丁目１６番３号

334 山梨トヨペット株式会社 山梨県甲府市酒折１丁目１０番３２号

335 株式会社ケイビイワイ 山梨県都留市法能７８０番地３

336 清水食器株式会社 山梨県甲府市国母６丁目４番２号

337 有限会社廣瀬商事 山梨県笛吹市石和町広瀬３２９番地２

338 コンピュータ利用促進協同組合 山梨県甲府市幸町13番21号

339 株式会社東和テクノロジー 東京支店 東京都江東区佐賀１丁目２番１号

340 日清医療食品株式会社中部支店 長野県長野市栗田源田窪１０００番地１ 長栄長野東口ビル７階

341 株式会社プレック研究所 東京都千代田区麹町三丁目７番地６

342 有限会社サンテレコムサービス 山梨県甲府市中央２丁目１３番２号

343 株式会社伸電工業 山梨県甲斐市富竹新田１６１９番地の１

344 株式会社ゼンリン 甲府営業所 山梨県甲府市朝日４丁目３番１１号 第２共栄ビル２F

345 有限会社川口商会 山梨県甲府市西高橋町３７３番地６

346 株式会社フォネット 山梨県甲府市下石田２丁目１０番６号

347 株式会社インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地

348 株式会社長田玉夫商会 山梨県甲府市貢川本町５番２３号

349 西東京観光バス株式会社 山梨県甲府市住吉本町１４１０番地

350 株式会社山梨リース 山梨県甲府市青葉町１１番８号

351 葉隠勇進株式会社 東京本社 東京都渋谷区恵比寿１－２１－３ 恵比寿NRビル６F

352 三菱電機クレジット株式会社 東京都品川区大崎一丁目６－３

353 株式会社シー・シー・ダブル 東京都新宿区西新宿２丁目７－１ 小田急第一生命ビル１４階

354 株式会社 和心 西東京本社 東京都八王子市山田町１５３５－１

355 合同会社ＯＫＡＭＯＴＯＹＡ 山梨県富士吉田市下吉田２丁目１番７号

356 株式会社ティーガイア 東京都渋谷区恵比寿四丁目１-１８

357 ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会社 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8

358 荏原実業株式会社山梨営業所 山梨県甲府市宝二丁目２１番６号 アローズビル

359 キャタピラーイーストジャパン合同会社関東支社甲信支店山梨営業所 山梨県甲斐市下今井４２７番地
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360 極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号

361 株式会社カムリードスポーツ 山梨県南アルプス市在家塚２９６番地１

362 一般財団法人日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６

363 株式会社ロード 山梨県甲府市下小河原町２６２番地

364 日本連合警備株式会社 山梨県甲府市後屋町３６３番地

365 バイザー株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号

366 株式会社マーク 岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１

367 長島鋳物株式会社 埼玉県川口市仲町２－１９

368 日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋一丁目３－１

369 日本物理探鑛株式会社 関東支店 東京都大田区中馬込二丁目２-１２

370 アジア航測株式会社 本社営業部 東京都新宿区西新宿六丁目14番1号 新宿グリーンタワービル

371 株式会社 ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地

372 山梨交通株式会社 山梨県甲府市飯田３丁目２番３４号

373 鈴健興業株式会社 山梨県笛吹市御坂町下黒駒１６０２番地８

374 株式会社 中央メディカル 山梨営業所 山梨県中巨摩郡昭和町押越２２９１

375 深澤電気企業所 山梨県甲府市城東一丁目11-18

376 株式会社東建社 東京都立川市富士見町1-15-5

377 東芝メディカルシステムズ株式会社山梨支店 山梨県甲府市丸の内３丁目２０番７号 甲府フロントビル７階

378 株式会社大輝 山梨支店 山梨県甲府市大里町４１７７

379 朝日航洋株式会社埼玉支店 埼玉県川越市南台３丁目１番地１

380 中山ユニホーム 山梨県甲府市中央4丁目1-26

381 山建興業株式会社 山梨県大月市大月３丁目８番５２号

382 塚原天幕商会 山梨県甲府市高畑２丁目１７番１１号

383 エルテックサービス株式会社 山梨県笛吹市一宮町国分１０１４番地１

384 日本給食設備株式会社関東事業所 神奈川県相模原市緑区橋本台１丁目１１－１

385 株式会社スズケン 甲府支店 山梨県中央市山之神流通団地３－７－３

386 株式会社アクアテック 山梨県中巨摩郡昭和町河西１１１５番地

387 井出電気株式会社 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３８１２番地

388 有限会社 ヒロタユニフォーム 東京都世田谷区代沢四丁目２６番１０号

389 株式会社 環境アセスメントセンター 静岡県静岡市葵区清閑町１３－１２

390 サンワフーズ株式会社 静岡県御殿場市茱萸沢9番地の１

391 株式会社環境総合研究所 埼玉県川越市鴨田５９２－３

392 株式会社 建設技術研究所山梨事務所 山梨県甲府市丸の内1丁目17-10

393 昭和総合警備保障株式会社 山梨県甲府市朝気１丁目１番５号

394 昭和測量株式会社 山梨県甲府市中央３丁目１１番２７号

395 画地測量設計株式会社 東京都目黒区原町１丁目１２番１２号

396 未来のアグリ株式会社 福井県坂井市春江町沖布目第38号3番地

397 ランドブレイン株式会社 東京都千代田区平河町１－２－１０

398 株式会社シラス自工 山梨県富士吉田市下吉田９丁目２７番２９号

399 いすゞ自動車首都圏株式会社甲府支店 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居７５１－２８
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400 株式会社インソース横浜支社 神奈川県横浜市中区尾上町３丁目３５番地横浜第1有楽ビル８階

401 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ＡＤインシュアランスサービス山梨 山梨県甲府市丸の内３－２０－７

402 株式会社コーエー 東京支店 東京都中央区日本橋人形町1-18-9

403 富士通ソーシャルライフシステムズ株式会社第一営業部 東京都港区浜松町２丁目４番１号 世界貿易センタービル

404 東海体育指導株式会社 山梨支店 山梨県南都留郡西桂町下暮地1900

405 株式会社富士通ゼネラル 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

406 コウノスポーツ竜王店 山梨県甲斐市篠原１４２６－８

407 アルプス事務機有限会社 山梨県甲府市丸の内２丁目３９番４号

408 有限会社清水印刷 山梨県甲府市住吉１丁目１２番１１号

409 株式会社日立ビルシステム東京総支社 東京都千代田区神田錦町３丁目７番１号

410 サンハウス守屋 山梨県上野原市芦垣1075-1

411 新菱冷熱工業株式会社甲府営業所 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０ 東武穴水ビル

412 ナブコシステム株式会社 甲府支店 山梨県甲府市国母8-15-5

413 鎌長製衡株式会社 東京支店 東京都中央区日本橋1-14-7 明治安田生命江戸橋ビル

414 燦クリーン株式会社 埼玉県所沢市小手指町1丁目42-24

415 テクセル山梨販売 山梨県甲斐市篠原１３０－８

416 信濃化学工業株式会社 長野県長野市桐原1-2-12

417 株式会社日本ネットワークサービス 山梨県甲府市富士見１丁目４番２４号

418 株式会社金峰商会 山梨県甲府市丸の内３丁目３２番１号

419 東部環境サービス株式会社 山梨県都留市田原１丁目１番６号

420 株式会社中央エコテック 山梨県甲府市相生１丁目９番３号長坂ビル３Ｆ

421 山梨管財株式会社 山梨県甲府市和戸町３５３番地の２４

422 パナソニック産機システムズ株式会社首都圏支店 東京都台東区北上野一丁目１０番１４号

423 株式会社アイティードゥ 山梨県甲府市相生１丁目７番４号

424 株式会社セイフコ エコプラネット富士 山梨県富士吉田市上吉田4840番1

425 大新東株式会社 甲府営業所 山梨県甲府市徳行２－１７－６

426 環境未来株式会社 山梨県中央市流通団地１丁目６番１号

427 沖電気工業株式会社統合営業本部 官公営業本部 東京都港区芝浦四丁目１０－１６

428 有限会社ターレット 山梨県甲府市大里町１６７１番地５

429 山梨ステンレス株式会社 山梨県甲斐市富竹新田１７００番地

430 日興事務機有限会社 山梨県甲府市徳行５丁目９番２号

431 セコム山梨株式会社 山梨県甲府市徳行３丁目１２番２５号

432 株式会社南アルプス 山梨県南アルプス市下高砂３４３番地３

433 株式会社北川鉄工所 滋賀県彦根市鳥居本町１２５８番地

434 株式会社ライク 山梨県富士吉田市上吉田１３１８番地の２９

435 株式会社マルアイ産機 山梨県甲府市青葉町７番１０号

436 株式会社トーレイ 山梨県甲府市蓬沢町１１１１番地

437 株式会社テレビ山梨 山梨県甲府市湯田２丁目１３番１号

438 株式会社オルトスタイル 山梨県富士吉田市新西原２丁目１２番６号

439 株式会社ファーストビジョン 山梨県甲府市北口２丁目６番１０号
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440 社会福祉法人 友和会 フレンズ双葉 山梨県甲斐市宇津谷8331

441 有限会社古屋モーター販売 山梨県富士吉田市上暮地２丁目３番８号

442 杉田印刷所 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町５０５番地

443 ナカノ株式会社 山梨営業所 山梨県中央市臼井阿原790

444 株式会社内藤乳販 山梨県甲府市下曽根町３４００番地７

445 有限会社フジ自販機 山梨県南アルプス市吉田２１７番地の１

446 いすゞ・やまとエンジン株式会社川口江戸事業所 埼玉県川口市江戸１丁目１５番３２号

447 株式会社 日本選挙センター 東京都千代田区神田神保町一丁目３４

448 株式会社青木商店入間工場 埼玉県入間市中神９２９－１

449 日本オーチス・エレベータ株式会社 東日本支社 東京都文京区大塚二丁目９番３号

450 日本教育情報機器株式会社 東京都千代田区有楽町１－７－１ 有楽町電気ビル南館１１階

451 ウエストロー・ジャパン株式会社 東京都港区西新橋三丁目１６-１１

452 有限会社上野原ビルサービス 山梨県上野原市新田３５７番地１

453 株式会社 財商甲府営業所 山梨県甲府市大里町4227-1

454 株式会社 三豊 愛知県豊橋市西山町字西山４１４番地２

455 株式会社ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２

456 株式会社フジマック甲府営業所 山梨県甲府市徳行１－４－５

457 サンコーコンサルタント株式会社 山梨営業所 山梨県甲府市丸の内２丁目９番１５号

458 長野ポンプ株式会社 東京営業所 東京都千代田区外神田五丁目５－１１ 小西ビル１階

459 株式会社ＮＪＳ 山梨出張所 山梨県甲府市湯村3-5-16

460 株式会社エム・ワイ・ハーモニー 東京都八王子市椚田町５５７番地１１－２０１

461 株式会社吉原明販 山梨県山梨市下神内川１８３番地６

462 東京サラヤ株式会社東京支店 東京都品川区東品川１－２５－８

463 有限会社滝企画 静岡県静岡市清水区高橋3-9-71

464 山梨機材株式会社 山梨県甲斐市富竹新田７９３番地２

465 株式会社熱研メンテナンス 山梨県南都留郡富士河口湖町船津６６０１番地１

466 山交タウンコーチ株式会社 山梨県甲府市飯田３丁目２番３４号

467 株式会社図書館総合研究所 東京都文京区大塚三丁目１番１号

468 三和航測株式会社 甲信支社 山梨県甲府市酒折２‐２‐７ ＮＦビル

469 日本カービルト（株） 山梨県笛吹市境川町大坪２８５番地

470 株式会社ノバーク 福島県郡山市安積町荒井字山ノ神３５番２号

471 株式会社アスコム 埼玉県飯能市美杉台3-17-1センタービル２F

472 日本無線株式会社 関東支社 東京都中野区中野4-10-1

473 株式会社日新厨房企画 山梨県中央市山之神流通団地北１番地

474 株式会社ワイ・シー・シー・データエントリー 山梨県甲府市飯田３丁目１番２号

475 株式会社 アライン 山梨県富士吉田市上吉田6丁目10番9

476 株式会社カルク 山梨県中央市乙黒１５８番地２

477 株式会社アダストサービス 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居１８８５番地の３

478 パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社東京本部 東京都江東区青海一丁目１番２０号

479 株式会社ジインズ 山梨県笛吹市境川町三椚３０１番地
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480 株式会社 電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６

481 株式会社島田組 大阪府八尾市弓削町南3丁目20番地2

482 一般財団法人 高度映像情報センター 東京都千代田区霞が関３－２－１

483 株式会社ムービーマネジメントカンパニー 東京都渋谷区恵比寿南１丁目１番１０号 サウスコラム小林ビル８Ｆ

484 ワールドウォーターバッグ株式会社 大阪府大阪市東住吉区今川一丁目6-23

485 株式会社 アート技研山梨支店 山梨県上野原市新田３０９番地

486 ソリマチ株式会社 新潟県長岡市表町１丁目４番２４

487 弘成防災設備 山梨県甲府市朝気一丁目４番１７号

488 国土地図株式会社 東京都新宿区西落合２丁目１２－４

489 日本機械工業株式会社本社営業部 東京都八王子市中野上町2-31-1

490 ジェイズ・テレコムシステム株式会社甲府営業所 山梨県甲府市相生１－２－２６

491 山梨トヨタ自動車株式会社甲府アルプス通り店 山梨県甲府市徳行１－９－５

492 関東トータルサービス有限会社 山梨県甲府市国玉町９９６番地２

493 都築電気株式会社 甲府営業所 山梨県甲府市相生１丁目４－２３ 損保ジャパン日本興亜鮎川ビル6階

494 株式会社明電エンジニアリング山梨営業所 山梨県甲府市城東３－１５－１１

495 トーヨークリエイト株式会社 山梨支店 山梨県甲府市緑ヶ丘２丁目１番５号

496 西関東機材株式会社都留営業所 山梨県都留市四日市場１０６８－１

497 株式会社少國民社 山梨県甲府市住吉１丁目１３番１号

498 株式会社 マルモ 山梨県中央市流通団地2-3-5

499 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社甲府営業所 山梨県甲府市相生２丁目３番１６号 三井住友海上甲府ビル

500 三和シヤッター工業（株）甲府統括営業所 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１５００－１

501 有限会社進和 埼玉県所沢市下富１２８８－１

502 株式会社メイキョー 山梨県甲府市徳行２丁目２番３８号

503 山梨パナソニックシステム株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町西条２３３１番地

504 株式会社センティス廿一 山梨県甲府市後屋町３６３番地

505 株式会社 メエップ 長野県松本市大字島立１８３６番地１０号

506 株式会社滝沢電気 山梨県笛吹市八代町南８８９番地の１

507 株式会社ＲＩ’ｓ 山梨県中巨摩郡昭和町西条５３１２番地Ａ＆ＫビルＡ号室

508 株式会社三愛印刷 山梨県甲府市宝２丁目９番７号

509 株式会社前田源商店 山梨県富士吉田市下吉田２丁目２５番２４号

510 有限会社河内 山梨県南都留郡山中湖村山中４７４番地

511 株式会社エスアールエル 東京都新宿区西新宿二丁目１－１

512 株式会社オフィス山村 山梨県甲府市大里町５２６８番地

513 株式会社羽田印刷 山梨県富士吉田市下吉田４丁目１２番１７号

514 有限会社テラワン 山梨県韮崎市竜岡町下条東割８３０番地

515 ふるや楽器店 山梨県甲府市上石田4丁目1番地30号

516 株式会社三枝理研 山梨県甲府市城東２丁目１４番１０号

517 アルフレッサ株式会社 甲府支店 山梨県中央市下河東３０１１－１３

518 株式会社山梨県環境科学検査センター 山梨県甲斐市竜王新町２２７７番地１２

519 株式会社山梨ニューメディアセンター 山梨県甲府市北口２丁目６番１０号
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520 有限会社管清社 山梨県甲府市古上条町１２６番２号

521 株式会社ＹＳＫｅ－ｃｏｍ 山梨県甲府市湯田１丁目１３番２号

522 クボタ機工株式会社東京支店 東京都中央区日本橋本石町３－３－１０

523 株式会社文祥堂オフィスファシリティーズ 山梨県中央市流通団地三丁目６番２号

524 ツネイシカムテックス埼玉株式会社 埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山250番地1

525 株式会社邦文堂 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１１９９番地

526 株式会社日本リフレッシュ 山梨県甲府市徳行２丁目１０番１９号

527 株式会社山梨毎日広告社 山梨県甲府市中央１丁目１０番２４号

528 株式会社サイネックス 大阪府大阪市中央区瓦屋町３－６－１３

529 株式会社山通 山梨県甲府市飯田５丁目５番２７号

530 株式会社アンビシャス・コンサルタント 山梨県甲府市中小河原町７０３番地１

531 株式会社ＡＫＩ研究所 山梨県笛吹市石和町唐柏６９５番１

532 スズメバチ駆除のサイトウ 山梨県南アルプス市加賀美３１６８－１

533 特定非営利活動法人山梨ICT&コンタクト支援センター 山梨県甲斐市竜王新町１９０１－１

534 株式会社コンパス保険 東京都港区南青山５丁目４－３５ たつむら青山ビル

535 シダックスフードサービス株式会社 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３

536 株式会社ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地

537 シンレキ工業株式会社 京浜事業部 神奈川県川崎市川崎区扇町６番２号

538 株式会社ＪＥＣＣ本社 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

539 ＭＭＣダイヤモンドファイナンス株式会社リース営業部 東京都港区芝五丁目３４番６号

540 株式会社 野口ポンプ製作所 東京都墨田区菊川１－１３－１４

541 株式会社ＮＴＴ東日本－南関東ソリューション営業本部 山梨法人営業部 山梨県甲府市青沼１－１２－１３

542 日産プリンス山梨販売株式会社 山梨県甲府市富竹２丁目１番２０号

543 ローレルバンクマシン株式会社甲府営業所 山梨県甲府市宝１－２０－２２（太陽生命ビル）

544 株式会社ウォーターエージェンシー山梨営業所 山梨県南アルプス市東南湖890

545 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 営業本部公共システム営業事業部首都圏支店 東京都千代田区神田須田町一丁目25

546 株式会社日本コーイン 山梨県甲府市中町４３０番地１

547 株式会社ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村2360289

548 富士通リース株式会社 東京都千代田区神田練塀町３

549 株式会社 環境計量センター 山梨検査所 山梨県南アルプス市宮沢129-1

550 東武トップツアーズ株式会社甲府支店 山梨県甲府市丸の内2-29-3

551 ＮＴＴファイナンス株式会社 東京営業部 東京都港区港南１丁目２番７０号 品川シーズンテラス１３Ｆ

552 山梨県ビルメンテンス協同組合 山梨県甲府市大里町１９２８番地 第３くぬぎハイツ２０１号

553 ティーペック株式会社 東京都台東区上野５－６－１０

554 株式会社環境技術研究所東京支店 東京都千代田区東神田2丁目-10-16 フォーライフオフィス東神田5階

555 株式会社メフォス 東京都港区赤坂2丁目23番1号 アークヒルズフロントタワー18階

556 株式会社日本漏防コンサルタント東京営業所 東京都昭島市大神町３丁目５番３－２０１

557 株式会社ニッコク長野営業所 長野県諏訪郡下諏訪町1710829

558 株式会社ふじでん 山梨県甲府市朝気３丁目２１番２９号

559 むろい株式会社 山梨県中央市流通団地一丁目５番２号
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560 富士急トラベル甲府支店 山梨県甲府市丸の内２丁目３５番地４号

561 株式会社 アルカ 長野県小諸市甲４９－１５

562 タニコー株式会社 甲府営業所 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１６３８ オキタパークビル１階

563 株式会社日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７－２７

564 株式会社スマートバリュークラウドイノベーションＤｉｖｉｓｉｏｎ 大阪府大阪市西区靭本町２－３－２

565 株式会社河西金属商事 山梨県中巨摩郡昭和町西条４８５番地

566 株式会社東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１５０

567 いであ株式会社 山梨営業所 山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰５０６－２９６ 紅葉丘２－４１

568 株式会社 オオバ 山梨営業所 山梨県甲府市北口一丁目２番１４号 甲府北口プラザビル８０１号

569 特定非営利活動法人 花ひらく 山梨県北杜市長坂町日野２３９７

570 有限会社創美社 山梨県甲斐市長塚８０９番地７

571 株式会社環境技研コンサルタント 千葉県千葉市中央区都町３－１４－４

572 有限会社アクシス環境計画 山梨県北杜市長坂町長坂上条２３１０番地１３

573 株式会社ぎょうせい関東支社 東京都江東区新木場１－１８－１１

574 株式会社日立システムズ関東甲信越支社 第二営業部 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目75番地 大宮フコク生命ビル４階

575 株式会社工業複写センター 静岡県静岡市葵区川合三丁目２６－２２

576 株式会社ナガワ 甲府営業所 山梨県甲府市国母５丁目６番３１号

577 株式会社東日甲府営業所 山梨県甲府市丸の内2-30-5

578 長坂電業社 山梨県甲斐市下今井１６７９

579 愛知時計電機株式会社 東京支店 東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号 新陽ビル3階

580 株式会社メディセオ山梨中央支店 山梨県中央市山之神流通団地北２番地

581 ネッツトヨタ甲斐株式会社 山梨県甲府市朝気３丁目１０番２１号

582 昱株式会社東京支店 東京都中央区東日本橋三丁目４番１４号オザワビル４階

583 株式会社渡辺工業所 山梨県甲府市国母５丁目９番２４号

584 セグウェイジャパン株式会社 神奈川県横浜市中区海岸通４－２４ 万国橋ＳＯＫＯ３０３

585 株式会社アドヴォネクスト 山梨県中央市山之神流通団地三丁目４番５号

586 有限会社ユニフォームナカムラ 山梨県富士吉田市上吉田２丁目１番９号

587 市民観光株式会社 山梨県山梨市北６０番地の２

588 株式会社ピーシーワークス 山梨県笛吹市石和町東高橋１０３番地の３

589 有限会社小宮山プリント社 山梨県北杜市高根町箕輪新町１４番地

590 有限会社サンアンドグリーン 山梨県南都留郡富士河口湖町船津１１０９番地

591 毛管浄化システム株式会社 東京都板橋区中丸町１１－２ワコーレ要町ビル

592 新生ビルテクノ株式会社 東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号

593 有限会社天野印刷所 山梨県甲州市勝沼町勝沼３１１１番地

594 クロダ 株式会社 山梨県富士吉田市大明見1-58-1

595 東八防災株式会社 山梨県笛吹市御坂町八千蔵２８７番地の１

596 大面建設株式会社 山梨県甲府市塩部３丁目２番８号

597 株式会社峡南堂印刷所 山梨県甲府市丸の内１丁目１０番１号

598 セントラル防災株式会社 山梨県甲府市徳行４丁目１２番２号

599 中里建設株式会社 栃木県佐野市栃本町１０５１
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600 株式会社ウィルトス 長野県松本市本庄１丁目１－１３

601 株式会社丹澤電機 山梨県甲府市伊勢１丁目１０番３号

602 株式会社帝国データバンク甲府支店 山梨県甲府市飯田一丁目１－２４ ＯＳＤ－３ビル４Ｆ

603 東日本通商株式会社 山梨県甲府市富竹４丁目４番１３号

604 水道テクニカルサービス株式会社 神奈川県横浜市旭区二俣川1-45-45大高ビル 3階

605 株式会社ＭＡＲＳ 山梨県大月市大月町真木１８９２番地１

606 大成プラスチック工業株式会社 山梨県甲府市塩部４丁目１４番１３号

607 有限会社井出デバリ商店 山梨県富士吉田市船津２６番地

608 株式会社星野 山梨県甲府市荒川２丁目６番４０号

609 株式会社 ビー・エイチ・シー 宮城県仙台市泉区泉中央２－１１－９

610 光ビジネスフォーム株式会社 甲府営業所 山梨県笛吹市石和町東高橋３９０－１

611 島津メディカルシステムズ株式会社山梨営業所 山梨県甲府市住吉２－４－１０

612 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社西東京支店 東京都立川市曙町二丁目２０番５号

613 柾木工業株式会社東京支店 東京都千代田区内幸町1-3-3内幸町ダイビル803

614 株式会社ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1 ACROSS8甲斐

615 日本コンサルティング株式会社 東京都港区東新橋一丁目５番２号汐留シティセンター10階

616 株式会社 パブリック・マネジメント・コンサルティング 東京都港区虎ノ門４－1－２８ 虎ノ門タワーズオフィス１９階

617 富士産業株式会社 東京都港区新橋5-32-7

618 東栄電設株式会社 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目４４番６号

619 ジャパンレイクアンドキャナル株式会社 滋賀県長浜市平方町８６８－１－１１１１

620 大和リース株式会社山梨営業所 山梨県甲府市国母８丁目２１番１号

621 株式会社アセラ技建 山梨県甲府市蓬沢町１１７１番地

622 東海埠頭株式会社 静岡県静岡市清水区横砂408番地13

623 有限会社山梨防災商事 山梨県甲府市住吉２丁目６番１６号

624 平和機械株式会社 愛知県名古屋市中区金山２－１－５

625 株式会社コスモリサーチ東京支店 東京都豊島区池袋2丁目14番2号

626 株式会社クリステンセン・マイカイ 東京都品川区西五反田七丁目２４番４号 ＫＵビル３Ｆ

627 総合広告代理店アイキャン 山梨県甲府市青葉町７－１４ 司ビル１０１

628 小林電気防災 山梨県甲斐市万才４３４-４

629 (有)藤森金物商店 山梨県甲府市丸の内２丁目９の１０

630 中央開発株式会社東京支社 東京都新宿区西早稲田３－１３－５

631 株式会社 地域計画センター 長野県長野市大字北長池字上河原１９２４番地２

632 株式会社富士通マーケティング首都圏営業本部 南関東支社 山梨支店 山梨県甲府市丸の内一丁目１７番１０号

633 近畿環境サービス株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目２３番１３号 肥後橋ビル３号館１２階

634 株式会社コーケン 長野県岡谷市2398番地1

635 株式会社萩原ボーリング 山梨県甲府市上今井町７４０番地４

636 株式会社古屋興業 山梨県山梨市落合９９６番地

637 サンリエモア株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町西条５２０５番地

638 三立処理工業株式会社 神奈川県川崎市川崎区浅田４－１６－７

639 ＮＰＯ法人山梨県安心安全見守りセンター 山梨県甲府市中央2-13-2
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640 株式会社馬渕商事 東京都中央区日本橋１‐１５‐１ パーカービル

641 株式会社湘南ワイパーサプライ 山梨支店 山梨県甲府市国母４丁目１５番１５号

642 株式会社ビジネスサポート 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１６６６番地

643 山梨・甲州環境協同組合 山梨県山梨市上石森１１００番地

644 内藤楽器株式会社 山梨県甲府市丸の内１丁目１７番７号

645 有限会社中村ポンプ工作所 山梨県甲府市伊勢１丁目５番１６号

646 株式会社クレステック 静岡県浜松市東区笠井新田町６７６

647 株式会社 日本レップス 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町一丁目２番１号

648 株式会社日本環境ビルテック 山梨本社 山梨県甲府市朝日1-1-1

649 有限会社正文堂 山梨県西八代郡市川三郷町岩間２４７６番地

650 株式会社アルカディア 大阪府箕面市箕面六丁目３番１号

651 株式会社内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号

652 アメニティライフ関東有限会社 山梨県都留市古川渡３７４番地１

653 株式会社 東京法規出版 東京都文京区本駒込２丁目２９－２２

654 株式会社ＥＳＴ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 東京都千代田区九段北４－１－２８九段ファーストプレイス６Ｆ

655 株式会社日立国際電気映像・通信事業部 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号

656 有限会社マルサン食品 山梨県甲斐市玉川３１６番地

657 第一観光株式会社 山梨県南アルプス市西南湖９６７－１

658 株式会社富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹３丁目１番３号

659 トッパン・フォームズ株式会社首都圏事業部 東京都港区東新橋一丁目７番３号

660 八光海運株式会社 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３－１

661 文化シヤッター株式会社甲府営業所 山梨県甲府市富士見１－４－３４

662 株式会社ワイ・シー・シー 山梨県甲府市飯田３丁目１番２号

663 有限会社ファイブ・スリ一清掃 山梨県都留市十日市場４７３番地１

664 株式会社前田製作所山梨営業所 山梨県甲府市国母８－１２－４８

665 株式会社 正直堂本部中央支店 山梨県中央市流通団地1-4-3

666 甲斐日産自動車株式会社 山梨県甲府市上今井町７０６番地

667 株式会社コトブキ 東京都港区浜松町一丁目１４番５号

668 京浜築炉工業株式会社 神奈川県川崎市川崎区南町２０－３

669 株式会社山梨ボーリング 山梨県甲府市西高橋町２３３番地

670 有限会社タイメー 山梨県富士吉田市下吉田８７３番地

671 甲信日成株式会社 山梨県甲斐市玉川２２６番地

672 株式会社山扇印刷 山梨県南アルプス市小笠原１６８番地６

673 株式会社タクマテクノス 東京都中央区日本橋本町一丁目５番６号 第１０中央ビル

674 株式会社マルヂュ 山梨県甲斐市中下条１２７６番地

675 株式会社システムディ 京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町６０３

676 有限会社武田武藤薬局 山梨県甲府市大手１丁目２番３号

677 株式会社コメット 山梨県都留市つる５丁目７番３２号

678 有限会社いち囲 山梨県甲斐市竜地３０２８番地

679 株式会社システム環境研究所東京事務所 東京都中央区八丁堀２丁目２６－９
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680 コマツリフト株式会社山梨支店 山梨県甲斐市大下条深田３１５－１

681 株式会社アスロック 山梨県甲府市大里町１８９５番地７

682 （株）トミオカテニスエストラケットショップ八田 山梨県南アルプス市下高砂305

683 日本電子サービス株式会社笛吹営業所 山梨県笛吹市石和町井戸２４１－１

684 日之出観光自動車株式会社 広瀬営業所 山梨県笛吹市石和町広瀬211-3

685 株式会社アイエデュケーション 東山梨営業所 山梨県山梨市北３５４－６

686 新倉観光バス株式会社 本社営業所 山梨県富士吉田市新西原３－１４－１６

687 環境計測株式会社神奈川事業所 神奈川県川崎市川崎区宮本町2-12

688 フジテコム株式会社信越営業所 長野県長野市柳町2056 柳町ビル4階

689 株式会社日本環境工学設計事務所 東京都千代田区神田神保町2-7-3

690 株式会社エルコム 東京都大田区千鳥二丁目１０番１６号

691 株式会社データホライゾン 東京本社 東京都文京区後楽1丁目5番3号 後楽国際ビルディング3階

692 東京法令出版株式会社 長野県長野市南千歳町１００５番地

693 有限責任監査法人トーマツ 東京都港区港南二丁目１５番３号品川インターシティ

694 株式会社ケイ・トウー・ワン 山梨県甲府市国玉町１１５番地

695 山梨貨物自動車株式会社 山梨県中央市山之神流通団地３２１１番地１１

696 交通工業株式会社 山梨県中央市若宮４４番地１号

697 甲府通運株式会社 山梨県中央市山之神流通団地３３２９番地９

698 株式会社タイキ 山梨県笛吹市一宮町北都塚５２５番地

699 株式会社フューチャーイン静岡支店 静岡県静岡市葵区黒金町１１－２ 三井生命静岡駅前ビル８階

700 明友商事有限会社 山梨県甲斐市竜王新町７３２番地５

701 株式会社平塚メディカル 山梨県甲府市飯田２丁目１９番７号

702 有限会社上野油店 山梨県甲斐市下今井８９番地

703 株式会社ライフインナカゴミ 山梨県甲府市丸の内２丁目４番２０号

704 株式会社 アイアールシー・データ・プロ・テクニカ 静岡県静岡市葵区竜南２丁目１１番４３号 アクト・オムビル１・３階

705 株式会社グリーンハウス 東京都新宿区西新宿三丁目20－2 東京オペラシティタワー17階

706 株式会社日本イトミック 東京都墨田区押上１－１－２ 東京スカイツリーイーストタワー２４階

707 鈴与商事株式会社 甲府支店 山梨県甲府市朝気３－２２－１０

708 株式会社ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門４丁目2-12

709 山都交通株式会社 山梨県中央市成島２３８８番地の２

710 株式会社エコ計画 埼玉県さいたま市桜区田島八丁目４番１６号

711 ユーロフィン日本環境株式会社 長野支店 長野県松本市平田西一丁目1番26号

712 高千穂商事株式会社 東京都港区虎ノ門５丁目３ー２０ー４１５

713 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 東京都新宿区西新宿三丁目７－１ 新宿パークタワーN棟３５階

714 フジ地中情報株式会社東京支店 埼玉県さいたま市南区白幡５丁目１７－１

715 株式会社パスコ 山梨支店 山梨県甲府市丸の内２丁目３０番２号 甲府第一生命ビル３階

716 株式会社モリタ東京営業部 東京都港区西新橋3-25-31

717 株式会社エーティーエルシステムズ 山梨県甲府市相生１丁目４番２３号

718 有限会社鑛鐵堂 山梨県都留市つる3-2-29

719 笛吹観光自動車株式会社 山梨県山梨市大野１８０３番地１
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720 株式会社 丸菱行政地図 東京都台東区池之端２丁目５‐４１

721 第一環境株式会社 東京都港区赤坂2丁目2番12号

722 アート引越センター長野株式会社 長野県上田市上丸子305-1

723 富士通株式会社 山梨支店 山梨県甲府市丸の内一丁目１７番１０号

724 株式会社アスコ大東神奈川営業所 神奈川県横浜市中区不老町１－４－４

725 株式会社 匠メディカル 山梨県中巨摩郡昭和町西条５１４１

726 一般社団法人 日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館

727 株式会社 日本水道設計社甲府営業所 山梨県甲府市塩部三丁目７番１９号

728 オガワ企画 静岡県静岡市駿河区曲金2－4－17

729 株式会社サニクリーン甲信越 山梨営業所 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居７３６－１

730 塩山防災設備 山梨県甲州市塩山上塩後１０１４-１

731 山梨貸切自動車株式会社 山梨県甲斐市富竹新田1281-1

732 株式会社図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目１番１号

733 アポロ印刷 山梨県甲州市塩山上於曽４３９－２

734 株式会社ジェップス 山梨県南アルプス市榎原６９１番地１

735 株式会社 南信サービス 長野県下伊那郡松川町元大島２７１５番地４３

736 公益財団法人山梨県健康管理事業団 山梨県甲府市宝１丁目４－１６

737 一般社団法人山梨県食品衛生協会 山梨県甲府市小瀬町１１４５番地１

738 デュプロ株式会社 山梨営業所 山梨県甲府市住吉4-22-19

739 株式会社ジャスト 山梨県中巨摩郡昭和町西条３９４番地の１

740 有限会社サンワオート 山梨県南都留郡山中湖村山中８６５番地の１４

741 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 東京都大田区山王１－３－５

742 サンコー薬品株式会社 東京都大田区南六郷２丁目２８－４

743 東京電力エナジーパートナー株式会社Ｅ＆Ｇ事業本部 東京本部 東京都新宿区新宿５丁目４番９号

744 株式会社 ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町２丁目１１番１号

745 株式会社ジャネット 山梨県甲斐市宇津谷４４５番地の１

746 あみの教材 山梨県中央市西新居１１－２０

747 太陽計測株式会社甲府営業所 山梨県甲府市徳行３丁目１番１３号

748 株式会社トミス 東京都渋谷区代々木2丁目-15-5

749 株式会社山梨スポーツ 山梨県大月市御太刀１丁目１５番９号

750 関東港業株式会社 文化財保存対策事業部 東京都港区芝浦4丁目17番11号

751 株式会社甲府情報システム 山梨県中央市流通団地２－５－１

752 株式会社オオキ 山梨県甲府市中央２丁目１２番１０号

753 富岳物産株式会社 山梨県都留市小形山１５番地６

754 株式会社メディアブレイン 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１６０２番地笹本ビル１階１－Ｂ号

755 有限会社タクミプリント 山梨県富士吉田市上吉田５９９２番地の１

756 冨士機材（株）甲府支店 山梨県甲府市中小河原町５５０―１

757 大成機工株式会社東京支店 東京都中央区日本橋１－２－５

758 株式会社エイト 山梨支店 山梨県南都留郡富士河口湖町大嵐字札木813番6-613号

以上
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